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10 月より『快適住実の家』が新しく生まれ変わります！

ジャパン建材が運営する工務店支援の会『快

適住実の家』が、10 月よりリニューアルいた

します。当会はサポートを通じて工務店様の

より良い住まいづくりを応援し、ともに住宅

業界で勝ち残ることを目的として活動してき

ましたが、新たに「住まいを通じて毎日の暮

らしに “ 心地よい幸せ ” をお届けする【家造り

のプロフェッショナル集団】」というコンセプ

トを掲げます。各種申請サポート業務やアフ

ターメンテナンスなどの後方支援サービスに

加えて、「新規顧客獲得につながる」サービス

を充実させていき、工務店様の「技術」や「こ

だわり」、そして「安心」を伝える工務店ブラ

ンドとしてエンドユーザーに訴求して参りま

す。「あなたの街に『匠（たくみ）』はいます」

をブランドメッセージとして、『快適住実の家』

は「工務店」が持つ魅力をエンドユーザーに

伝えることに全力で取り組んでいきます。順

次、新サービスを追加して参りますので、ど

うぞご期待ください。

⃝ロゴの刷新
職人をイメージさせる「匠」と「巧」の文字をモチーフに、オリジナルのアイコンキャラクター

を制作。エンドユーザーである「家族」に伝わる親しみのあるポップな造形に一新しました。

⃝公式 web サイト公開
会員様およびエンドユーザーが訪れたくなる「家にまつわる知りたい情報」を積極的に発信する

web サイトをオープンします。工務店様のこだわりと人気の秘密を聞くインタビュー企画や、住

宅ローンなどの解説記事を掲載。またエンドユーザーが「地元工務店」を検索できるシステムを

導入し、エンドユーザーとの接点作りをサポートいたします。

『快適住実の家』に関するお問い合わせ・入会のご相談につきましては、ジャパン建材各営業所までご連絡ください。

新たな取り組み

工務店様

販売店様

エンドユーザージャパン建材
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雙 環
フォーラム

F U T A W A∞ F O R U M

会  場

新木場本社ビル 1Ｆ大ホール
〒136-8405
東京都江東区新木場 1丁目 7-22
TEL：03-5534-0651／ FAX：03-5534-3855

主  催

1968年 4 月 1日、兵庫県生まれ、大阪府出身。
ＰＬ学園高校で1 年からエースとして活躍し、甲子園5季連続出場（優勝2回、準優勝2回）を果たす。
通算20勝（戦後歴代1位）、本塁打6本（戦後歴代2位タイ）を記録。
85年、ドラフト 1 位で読売巨人軍に入団し、2年目の87年に沢村賞を獲得。
88年には球団史上最年少で開幕投手に抜擢された。94年に最多奪三振王となり、シーズンMVPを獲得。
国民的行事と言われた「10・8決戦」で胴上げ投手となるなど、チームの優勝に大きく貢献する。
95年6月、試合中に右肘靭帯断裂の重傷を負うが、トミージョン手術と長期のリハビリの末、97年4月に復活。
2002年には最優秀防御率のタイトルを獲得した。 
2006年、メジャーリーグ挑戦のため 21 年間在籍した巨人軍を退団。
07年にピッツバーグ・パイレーツでメジャー初登板を果たす。08年 3月に現役を引退。通算173勝。
2010年、早稲田大大学院スポーツ科学研究科修士課程を修了。
現役時代から2012年までボーイズリーグ「麻生ジャイアンツ」を10年間指導し、2013年からの2年間は
東京大学硬式野球部の臨時コーチとして指導。
2011年から2016年まで「特定非営利活動法人アミーチ・デル・クオーレ」で子どもたちの育成、指導法の普及
活動に励んだ。2016年、東京大学大学院総合文化研究科を修了し、現在は特任研究員として研究を続けている。
その他、野球解説、評論、執筆活動、講演活動も行っている。

【略 歴】

桑田 真澄 氏

元ピッツバーグ・パイレーツ／読売巨人軍 投手

試練は人を磨く

詳細は営業所担当者までお問い合わせください。

2017年

12
12

講演会の部
開演

15:40～ 17:10
17:20～ 18:50

（懇親会）

15:30

情報交換会

日  時

火平成 20 年の初開催以来、通

算 20 回目となる今回は、特

別講師として元プロ野球選

手、野球評論家の桑田真澄氏

を迎え、数々の試練を乗り越

た野球人生、夢への挑戦につ

いて語っていただきます。

平成 29 年度
第 3 四半期（10 月〜 12 月）見通し

J K情報センター

●工務店様での景気動向の推移
過去 2年間の仕事量の見通しを
ポイントで表したグラフ。

工務店様による需要予測
2017 年（1月〜 6月）の新設住宅着工戸数は 47.3 万戸と前年比 2.1％増加となった。そのうち、
持家の着工は 13.6 万戸と前年比 0.6％減少で推移している。
この市況の中、平成 29 年第 3四半期（10 月〜 12 月）に向けての需要予測がまとまった。景
気動向の推移は、マイナス 5.4 ポイントとの回答となり、前回調査時よりマイナス幅が縮小した。
地域別でみると、増加予測は北陸、近畿、中国、四国、九州の 5地域、前回調査と比較すると
四国が増加予測に転じた。西日本の増加予測と対照的に東日本の減少回答は6期連続しており、
中でも東北の減少予測が高い結果となっている。
需要を下支えしている補助事業の内、平成 29 年度 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
支援事業は前年度より 1戸あたりの補助額が 125 万円から 75 万円へ引き下げられた。しかし、
交付条件も引き下げられたことで申請数は前年同時期より増加している。フラット 35 の申請
件数では、省エネ・耐震性など質の高い住宅の「フラット 35S」が前年より件数を増やしている。
持家の提案にはこうした高品質なものと共に、補助制度の提案も求められる。持家の状況と共
に次回の需要予測に注目したい。

主要メーカー様による販売予測
秋需を控える中、前回調査より住設機器の減
少予測が大きく増加した。とはいえ増加と減
少がほぼ同じと 2極化した回答となった。

リフォームの現状
アンケートで取り上げた『長期優良化リフォーム推進事業の活用状況』の回答を見ると、「今期
の利用予定無し」が最も多く、全体の約半数を占めている。次点は「利用したいがやり方がわ
からない」の回答が 16.6％あり、サポート体制を求めている層が伺える。
政府は住生活基本計画に基づき空き家の有効活用や既存住宅の流通の促進を目標とし、リフォ
ーム分野においても住宅ストックビジネスの活性化を目標に各種支援事業や減税措置が講じら
れている。各種支援事業を活用する為には制度を理解し現場ごとに必要な提案を行うことと、
申請に必要な業務が重要となる。制度を積極的に活用することで良質な住宅の供給を増やし、
新たな需要の掘り起こしに繋げていただきたい。

●工務店様での需要予測 全国　回答数 2,801

調査の目的
この調査は、ジャパン建材㈱のお取引先における販売動向及び、景況判断を把握し、今後の適切な販売
指針に資することを目的として実施しました。
調査の時期と方法
この調査は平成 29 年７月下旬から８月上旬を調査時点として、お取引先 3000 社に面接調査を行い回収
したものを一括集計したものです。※通商株式会社、株式会社ミトモク、物林株式会社、株式会社銘林
にも調査依頼をしております。

北海道	 129
東　北	 356
関　東	 952
甲信越	 193
北　陸	 55

中　部	 202
近　畿	 325
中　国	 185
四　国	 97
九　州	 307

有効回答数

増加予測 前年並予測 減少予測
合板 33.8％ 61.8％ 4.4%
木質建材 31.3% 38.6% 30.1%
窯業・断熱 40.8% 49.2% 10.0%
住設機器 25.0% 48.6% 26.4%

平成 29年度　第 3四半期
平成 28年度　第 3四半期

「増加」「微増」「前年並」「微減」「減少」の中か
らお選び頂き、総回答数よりそれぞれの割合を算
出しました。単位は、「％」となります。
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●  今年度の国策で活用予定のあるものをお答えくだ
さい。（複数回答可）

●  長期優良化住宅リフォーム推進事業の活用状況に
ついてお答えください。

●  新築住宅・リフォーム工事の引き渡し後に行う業
務で最も重要と思うことをお答えください。
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人生も商いも、正直、約束を守ること

小川　ご創業の経緯をお聞かせください。
葛西会長　私 の 父、 葛 西 孝 治 郎 は 昭 和 2

（1927）年生まれ、昭和 18（1943）年に
県立弘前工業高等学校機械科に入学、昭和
20（1945）年 3 月に卒業して東京の石川島
播磨重工業入社が決まっていました。でも、
3 月 10 日に東京大空襲があり、東京行きは
家族の猛反対で断念。遠縁が勤めていた統
制経済下の製材所に入って約 1 年間、事務
兼工場従業員として働き、そこから木材と
の付き合いが始まりました。
　その後、木材統制解除後に遠縁が設立し
た製材所に 21 年半勤め、昭和 41（1966）
年に独立。前職の退職金をはたいて電話を
購入し、弘前市村元 110 番地に 50 坪の土
地を借りて 1.5 坪の小屋を建て、文字通り
の無一文で個人創業したのが始まりです。
小川　最初に扱われたのは製材品ですか。
葛西会長　一般的な製材品にひと手間かけ
た建具材です。父は、目利きであれば付加
価値のあるものを販売できるという考えで
建具材を販売し、建具店・木工所の皆様に
育てていただきました。同時に「人生も商
いも正直、約束を守ることが基礎を築いて
いく必須条件」という強い思いが実を結ん
で信頼を得ることができました。
　おかげさまで、現在では木造住宅の構造
材・プレカットはじめ、フロアや断熱材な
どの建材、住宅設備・サッシ・エクステリア・
照明器具・輸入薪ストーブ等々、住まいの
関連商品を扱えるようになりました。ワン
ストップでお客様ニーズに応えようという、
今に繋がっています。

お客様ベースで考える！

小川　葛西会長は、学校卒業後すぐに家業
に入られましたか。
葛西会長　いいえ、「世の中に迷惑をかけな
い自立した人間であれば何でも好きなこと
をして良い」という考えの父のおかげで、
専門学校卒業後 5 年ほど全く別業種でサラ
リーマンとして東京と静岡に勤務しました。
でも、自分の中には長男という意識はあり、
昭和 58（1983）年に家業に入りました。
小川　その頃は、どんな様子でしたか。
葛西会長　小屋は間口 2 間、奥行き 1.5 間、
毎日の売上・粗利を必ず計算して記帳する
几帳面な父が財務と営業で、配送 1 人、そ
こに私が加わって 3 名。お客様の 9 割は元
気の良い建具店・木工所でした。
　当地は青森ヒバの産地で、一般的な建具
は青森ヒバを使い、仕立ての腕が勝負の
時代。その頃の建具の坪単価が約 2 万円、
100 坪規模の住宅がまだまだ数多く建って
いました。　
小川　当時の年商はどのくらいでしたか。
葛西会長　私が入社する前の良い時期には 1
億 2,000 万円ありましたが、私が入社した
のは第 2 次オイルショック後で約 5,000 万
円に落ち込んでいました。
　正直、明日にも潰れてしまうのではない
かと思っていましたが、父が「焦ることな

いよ、悪い時に備えて内部留保もしている
から 1、2 年は大丈夫だ」と言ってくれ、気
が楽になりました。
小川　そこから業容を拡大されたのですね。
葛西会長　はい。昭和 58（1983）年に 10
年前に取得していた 470 坪の土地に住まい
兼事務所、倉庫を新築して移転しました。
　当時、私は、弘前青年会議所にご縁があっ
て、経営や商売の基本を教えていただきま
した。なかでも商業界ゼミナールでいらっ
しゃった倉本長治先生の「店はお客様の為
にある」という言葉に衝撃を受け、お客様
ベースで考えるようになりました。
　まだわずかでしたが、お客様の中に大工・
工務店様もいらっしゃって、住宅資材が新
建材に切り替わっていた時期でした。まず
耐火ボードを扱い、さらに断熱材もと、少
しずつ商品を増やしていきました。

小川　そこへ舵を切ったのはいつ頃ですか。
葛西会長　法人化する 2、3 年前からです。
その頃、経費削減で大手企業が手形を全面
的に廃止するというニュースが新聞で大き
く報道されました。当社も手形決済を止め
られないかと取引銀行に相談したところ、
現金決済が可能になって付加価値商品がさ
らに販売できるようになり、結果的にお施
主様に喜んでいただけて、働いてくれる人
にも恵まれるようになりました。
小川　その筆頭が阿保社長ですね。入社の
経緯を聞かせていただけますか。
阿保社長　私は、県立弘前工業高等学校建
築科卒業で多少の建築知識はありましたが、
配送担当として入りました。当初は配送の
先輩から建材のことを教わり、少しずつ社
長を手伝って営業も始めました。
小川　面白い仕事だと思いましたか。
阿保社長　はい、工務店様の仕事には興味
があり、さまざまな住宅のデザインに合う
建材をカタログなど見ながら選んで、お客
様に提案するようになりました。

従業員がリーダーを選ぶ

小川　事業承継が、当業界の大きな課題に
なっていますので、是非、若き阿保社長と
御子息に経営を託された葛西会長のお考え
を聞かせていただければと思います。
葛西会長　父は、「会社は公器」と考え、社
員さんが働いて、成長して、結婚して、そ
の子供たちが、働くお父さんやお母さんを
尊敬できる会社にしたい、と経営に努め、

世代を超えて継続する会社を目指してきま
した。私も同じ考えで、事業承継と相続を
分けて考えています。
　2 年間一生懸命に頑張っても赤字になる会
社は世の中から必要とされなくなった結果
に過ぎない、2 期連続赤字なら会社を閉める
覚悟で阿保にバトンを渡しました。
　実は前段階として、東日本大震災のあっ
た年に私が大病したのを機に社員さんに下
駄を預け、リーダーに誰が良いかを決めて
もらいました。ですから、阿保を推挙した
のは、私ではなく、社員さんたちです。
　阿保の常務就任後は、私が社員さんと開い
ていた勉強会も、経営理念づくりも、阿保を
中心に取り組んでもらうことにしました。
阿保社長　4 年前にみんなで話し合いなが
ら創り、昨年、少し作り変えて「私たちは、
仕事を通じて顧客・地域・関係者全員の成
長と幸福を求め、世の中に必要とされ続け
る企業を目指します」としました。
葛西会長　父がモットーとしてきた創業の
精神「世の中からお預かりした御恩に誠の
心をつけお返しする事が、私の、私達の、
使命です」は、絶対に変えてはいけません。
でも経営理念は、時代・お客様ニーズの変
化に合わせて変えて良い、と私は考えてい
ます。
小川　創業の精神は不易で繋いでいくべき
ものであるけれど、経営理念や社訓は、節
目を機に必要であれば刷新しても良いもの、
そのお話に、私も勇気を頂きました。
　葛西専務の入社の経緯はいかがですか。
葛西専務　父ではなく、祖父から、顔を合
わせるたびに「入れ」と言われていました。
葛西会長　安易に家業に入れたくなかった
のが私の本音です。まだ、阿保の足を引っ
張っているでしょうが、今の若い世代なら
ではのパソコンや IT 活用に長けていますの
で、それを生かして業務の効率化、勤務時
間の改善や働き方改革にも随分頑張ってく
れています。専務も日々成長していると思
います。
　私が社長に就任したのが 35 歳の時。父は、

「潰してもいいからやってみなさい」と、そ
の時から全く口を出しませんでした。私も、
世の中が物凄いスピードで変化しているの
で、若い人たちに任せてチャンスを与えた
ほうが良いと考えています。
　1 回、2 回の失敗で会社が潰れることはな
いでしょうから、失敗を恐れないで、二人
三脚で挑戦してもらいたいと思っています。

「何のために働くか」を問い続ける

小川　共に勉強される理由は何ですか。
葛西会長　堅い話になりますが、「何のため
に働くか」を常に問いかけていくべきだと
思ってのことです。毎日 2、3 分ですが、朝
礼の時に日本を代表する経営者の伝記や経
営哲学の本を一緒に読みます。
阿保社長　常務就任の次の年から私が講師
で冬場の 2、3 週間に 1 回、「理念塾」も開
いて、みんなで一緒に考えて本気で取り組
んできて、回を重ねるうちにみんなの意識
が変わってきているのを実感しています。
小川　素晴らしい取り組みですね。実は当

社も「働き方改革の一環で働く目的は何か」
という問いかけを始めています。答えはさ
まざまですが、私も、目的意識によって情
熱やモチベーションが大きく左右されると
考えています。
　葛西専務主導の働き方改革について聞か
せていただけますか。
葛西専務　残業は事前申請すること、土曜・
平日の休みも交代でしっかり取るようにし
ました。時短のためにソフトを導入して効
率化を図るなど、多少は投資をしてでも、
改革していこうと思っています。
小川　目に見える変化が次々に現れている
ということですね。

わも、なも、良く！

小川　今後の経営課題、経営ビジョンにつ
いてお聞かせいただけますか。
阿保社長　私が入社した頃は、売上の 8 割
強が木材、建材が 2 割弱、今は木材が 2 割
弱に逆転し、建材は材販、材工も若干伸ば
しています。足元では、職人不足という課
題がありますので、資材を置いてくる事か
ら設置してくるビジネスに変えていきたい
と考えています。
　同時に、技術力を見せる場がない地元工
務店様によるグループづくりやグループ主
体の展示場開設支援にも取り組んでいます。
小川　非常に興味深い試みですね。
葛西会長　合同展示場があれば、良い工務
店様を知りたいお施主様が複数の工務店様
の現場を一度に見学して比較もできます。
そこが、グループを構成する工務店様が切
磋琢磨できる場にもなると思います。
小川　自治体が過疎化した都市を再生する
動きが出てきていますが、地元の工務店様
の出る幕がないのが現状です。でも、地元
で頑張っていらっしゃる工務店様が主役で
かかわるのが本来の姿だと思います。工務
店様グループの共創は、それに近い姿にな
るのではないかという印象をもちました。
葛西会長　津軽弁で私どもは「わも、なも、
良く」と言って、工務店様からの仕事を頂
戴することでビジネスに繋げ、そこには建
材メーカーさんや問屋さん、銀行さんの協
力も得られる、ご縁ができてみんなが良く
なる「共創」を、これからいろいろな形で
考えながら、お客様に感動を届ける仕事を
していかなければいけないと思います。
阿保社長　地域に合うものは、地元の自分
たちだからこそ創れる、と思います。地元
の仲間が助け合い、地元の工務店様も助け
合って地元のお施主様に最適で快適な住ま
いをつくって喜んでいただくこと。私たち
には、それができると思います。
小川　私たちジャパン建材も、住宅は地場
産業であるべきだと確信しています。です
から、地元の言葉で話し、地縁・血縁もあり、
一緒に成長・繁栄し、代を重ねて家守りが
できる工務店様の仲間づくりに協力してい
くことも、私たち流通の大事な役目だと思
います。全国の工務店様にも、こうした取
組みを知っていただきたいですね。
　読者の皆様に共感いただけるお話を聞か
せていただき、ありがとうございました。

世の中からお預かりした御恩に誠の心をつけお返しする事が、私の、私達の、使命です。

【会社概要】
本　　社　青森県弘前市大字外崎5丁目8-2
創　　業　1966（昭和 41）年
設　　立　1993（平成		5）年
資 本 金 　2,000 万円
従業員数　22 名
年　　商　10 億 4,000 万円
　　　　　（平成 28 年度）11 カ月決算

代表取締役会長

葛西  孝昭 様
かさい　たかあき

代表取締役社長

阿保  城治 様
あぼ　　じょうじ

取締役専務

葛西  正隆 様
かさい　まさたか

【プロフィール】
1956（昭和 31）年　青森県弘前市に生まれる
1983（昭和 58）年　かさい材木店に入社
1993（平成			5）年　株式会社かさい材木店
　　　　　　　　　　代表取締役社長に就任
2017（平成 29）年　代表取締役会長に就任

【プロフィール】
1974（昭和 49）年　青森県田舎館村に生まれる
1998（平成 10）年　株式会社かさい材木店に入社
2012（平成 24）年　取締役常務に就任
2017（平成 29）年　代表取締役社長に就任

【プロフィール】
1984（昭和 59）年　青森県弘前市に生まれる
2012（平成 24）年　株式会社かさい材木店に入社
2014（平成 26）年　取締役に就任
2017（平成 29）年　取締役専務に就任

株式会社 
かさい材木店 ッ

対
談

ト
プ
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注文住宅の建築中に、施工会社の倒産などで工事が継続できなくなった場合、
お施主様が最後まで住宅を完成させるための保証として「住宅完成保証」が
あります。お施主様は、長期間にわたる住まいづくりの間に思わぬ事故がな
いか不安を抱えています。またお施主様自ら完成保証について調べ、工務店
様へ尋ねるケースは、よくあるそうです。“不安 ” を “ 安心 ” に変えるために
「住宅完成保証」をお施主様へ提案する事が必要になります。

住宅完成保証の仕組みは、エスクロータイプと保険タイプの二種類に分けら
れます。住宅の完成まで保証するのは同じですが、一般に多い保険タイプで
は施工会社が倒産した場合、前払いの工事費用と追加で発生する工事費用を
保険金でまかないますが、支払金額には限度額が設けられています。また場
合によっては前払金が戻らないケースなどがあります。一方エスクロータイ
プは、お施主様からの支払いを保証会社に預けて、出来高に応じて施工会社・
協力業者に支払います。万が一の場合にもお施主様にお金が戻らなかったり、
新たに追加費用が発生することがありません。グループ会社のハウス・デポ・
ジャパンでは、エスクロータイプの住宅完成保証「ハートシステム」を採用
しています。
ハートシステムを利用すればお施主様に対してのメリットがある他に、工務
店様へ経営面でのサポートもする事ができます。ハウス・デポ・ジャパンが工
事の進捗状況に応じて協力業者へ支払を代行しますので入出金管理の手間が
省け現場（営業）に専念することができます。自社の資金繰りも楽になりま

すのでお施主様と向き合う時間が増え信頼関係も非常に得やすくなります。
ハートシステムのサービス開始から、このシステムを利用して建てられた
家は 5000 棟を超えています（平成 29年 6月）。全国の工務店様とお施
主様が、安心と信頼の家づくりを求めてハートシステムを利用しています。
またこの度、お施主様向けのハートシステムのポータルサイトをオープン
いたしました。コラムなどを通じて誰にでもよりわかりやすい仕様で、地
域協定工務店様のマッチングも行っています。この機会にぜひ、ご確認を
お願いします。

サイトはこちらから→　http：//www.heart-system.org/

ハートシステムのご利用には、
ハウス・デポ加盟店の協定工務店になる必要があります。
詳しくは、株式会社ハウス・デポ・ジャパン　まで

TEL：03-5534-3811

施主様の建築資金を

全額保護

「住宅完成保証」とは

ハートシステムは、ここが違う！

住宅完成保証の新しい常識

ハートシステムをご存知ですか？

［請負代金のお支払い先］	保証会社
［保証内容］

工務店が倒産しても追加費用が発生しない。
前払い金が戻らないなどのトラブルを回避
できる。

［請負代金のお支払い先］工務店
［保証内容］

工務店が倒産すると前払い金が戻る保証
がない。追加費用が発生しがち。
保証は限度額あり。
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各地で開催する 平成 29 年度下期ジャパン建材フェア日程
展示会名 開催日 開催場所 参加営業所

　第 12 回　四国ジャパン建材フェア 10 月 14 日（土） サンメッセ香川 高松・松山・四国中央出張所・徳島・高知

　第 13 回　九州ジャパン建材フェア 10 月 20 日（金）〜 21 日（土） 福岡国際センター 福岡・福岡東・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄・大川

　第 32 回　関西ジャパン建材フェア 10 月 28 日（土） 大阪 ACT ホール 大阪・北大阪・阪南・神戸・京奈・滋賀出張所・京都西・姫路・大阪資材・和歌山出張所

　第 20 回　北海道ジャパン建材フェア 2018 年 3 月   7  日（水）〜   8  日（木） アクセスサッポロ 札幌・帯広・函館・旭川・札幌資材

　第 39 回　ジャパン建材フェア 2018 年 3 月 16 日（金）〜 17 日（土） 東京ビッグサイト 全営業所

★詳細は参加営業所にお問い合わせください。

概算要求項目 対策のポイント

国土交通省
（住宅局）

ⅰ） 既存住宅の質の向上と流通促進による住宅市場の活性化
ⅱ） 少子高齢化・人口減少に対応した住まい・まちづくり
ⅲ）災害等に強い安全な暮らしの実現
ⅳ）良質な住宅・建築物の整備等

新たな投資を促す誘発効果の高いもの、緊急性の高いも
の、民間のノウハウを活かした既存ストックを有効活用
するものについて重点的に支援し、限られた予算の中で
最大限の効果の実現を図る

経済産業省 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

ZEB のガイドライン作成等を目的として ZEB の実証を支
援するとともに、ZEH ビルダーが設計・建築・改築する、
高性能建材や高性能設備機器、蓄電池等の組合せた ZEH
等の導入を支援する。また、既存住宅の断熱・省エネ性
能の向上を図るため、高性能な断熱材、サッシ、ガラス
の導入を支援する

林野庁 建築物の木造・木質化及び木材産業活性化総合対策
中高層の建築物等に活用できる CLT 等の利用促進、無垢
製材品の利用強化など新たな木材需要の創出、地域材の
生産・加工・流通体制づくりを支援する

政府は、8 月 31 日に各省庁から平成 30 年度の予算概算要求を締め切りました。一般会

計の要求総額は 101 兆円前後に上り、4 年連続で 100 兆円を突破。国土交通省では、前

年度比 16％増の 6 兆 6944 億円と発表し、近年増加する豪雨被害などの防災対策や生産

性向上を重点に置きました。財務省は年末にかけて 3 兆円程度絞り込む考えだが、北朝

鮮問題・衆議院の解散なども今後影響が考えられます。

平成 30 年度
予算概算要求の
概要を発表
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新提案の見まもり機能が安心を生み出します

ふろ給湯器GT-C62シリーズ　登場 !!
株式会社ノーリツ　

スイッチポンでおふろが沸くフルオートタイプ
を世に出したノーリツが、高齢化社会に対応す
る、ふろ給湯器の新しい基準を提案。万が一の
時にも安心です。

【見まもりの安心】（プレミアム /フルオートタイプ）
◦	浴室の入退室、浴槽への入退浴が、ふろ給湯器の台
所リモコンのサイン表示で確認できます。
◦	浴槽への入浴時間もリモコンの液晶部に表示され、
浴室リモコンは 5分おきに「ポン」という音でお知
らせするタイマー機能がつきました。
◦	浴室へ確認しなくても台所リモコンで確認でき、気
まずい思いをせずに、万が一の時にも安心です。

【キレイの安心】
◦	全タイプに、熱洗浄配管クリーン機能が付き。従来より
も、熱めのお湯でおふろ配管内に残ったお湯を押しだし、
配管内の皮脂成分などの汚れをおとしやすくしました。
◦	更にプレミアムタイプのキレイ機能には UV 除菌ユニッ
トを搭載。浴槽のお湯を循環してUV運転をします。

UV除菌ユニット
(内部イメージ）

タッチパネル式	台所用リモコン

人感センサー搭載	浴室用リモコン

GT-C**62 プレミアム フルオート



すり傷がつきにくい すり傷がつきやすい インクが染み込みにくい インクが染み込む

すり傷がつきにくい すり傷がつきやすい インクが染み込みにくい インクが染み込む ケース

 お問合せは、ジャパン建材各営業所までお願いします。

イチオシ！
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10 月 1日リニューアル

地球環境への関心が世界的に高まり、植林木合板と特殊 MDF を組み合
わせた基材を使用したフローリング材が広く普及しています。
このたび Bulls セフィラは、「E ハードベース」を活用した環境配慮床材
として生まれかわりました。

カラーバリエーションが新しくなりました
銘木の高意匠化粧を中心にラインナップ

地球環境に配慮した特殊MDF＋エコ合板（国産材）の
「Eハードベース」を活用した
環境配慮床材

WPCの基本性能にキャスター対応機能が新たに追加

POINT
1

POINT
2

POINT
3

セフィラⅡ
WPCフローリング

カラーバリエーションが 5柄から 7柄に拡大。
ツヤの少ないマットな質感で天然木単板の味わいを引き出した仕上がりです。



YEARS

おかげさまで

80 皆様のお陰で JKホールディングス株式会社は創業 80周年を
迎えることができました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
TEL:03-5534-3711（代）　FAX:03-5534-3855（代）
URL:http://www.jkenzai.co.jp

ジャパン建材株式会社  営業推進部
JK お客様
センター 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇は、受付を休ませていただきます。

お聞かせ下さい。お客様の声！
企画
発行
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合板
天気図
合板
天気図

ジャパン建材　合板部

部長  猪爪  清和

晴れ

新設住宅着工戸数
　2017 年 7 月度は 83,234 戸（前年
同月比 2.3％減）で先月の増加から再
び減少となった。季節調整済年率換
算値は 97.4 万戸で前月比 3.0％減と
なった。その内、木造住宅について
は 47,685 戸（同比 2.1％減）で 19
カ月ぶりに前年から減少となった。
　利用関係別では持家が 25,370 戸

（前年同月比 5.7％減）で 2 カ月連続
の減少、貸家は 36,365 戸（同比 3.7％
減）で 2 カ月連続の減少、分譲は
21,037 戸（同比 5.7％増）で 2 カ月
連続の増加となった。分譲の内訳は
マンションが 9,059 戸（同比 15.2％
増）で 2 カ月連続の増加となり、戸
建ては 11,708 戸（同比 1.3％減）と
21 カ月ぶりの減少となった。分譲住
宅が増加したが、持家及び賃貸は減
少した為、全体で前年同月比 2.3％
の減少となった。
　建築工法別ではプレハブが 12,047
戸（同比 13.7％減）で 2 カ月連続の
減少、2 × 4 は 10,290 戸（同比 7.3％
減）で 3 カ月ぶりの減少となっている。

国内合板
　7 月の生産量は 27.4 万㎥（前月
比 98.5％、前年同月比 105.0％）と
発表された。その内、針葉樹合板の
生 産 量 は 26.2 万 ㎥（ 同 比 98.5 ％、

106.0％）となり、出荷量は 26.2 万
㎥（同比 99.7％、104.8％）となっ
た。針葉樹合板は生産量と出荷量共
に 2 カ月連続の 26 万㎥と高水準な
状況であった。
　国内針葉樹合板は在荷量も低水準
域のまま推移しており、10 月以降の
需要増加見込みを考慮すると、昨年
同様に再度品薄感が出ることも頭に
入れて仕入れして頂きたい。

輸入合板
　7 月度入荷量は 22.5 万㎥（前月比
103.5％、前年同月比 93.4％）となっ
た。1 月〜 7 月平均入荷量は前年の
104.7％と増加。国別入荷量はマレー
シアが 10.2 万㎥、インドネシアが 6.1
万㎥、中国が 4.8 万㎥。今年に入っ
て低水準の入荷量が続いている。特
に 12mm 製品中心のマレーシアから
の入荷量は激減している。そのよう
な中にあっても若干荷動きは盛り上
がりに欠ける状況となっている。
　しかしながら需要見込みは国内針
葉樹同様であり、入荷量が減ってい
る現状では荷動きが少し回復するだ
けで品薄、欠品へと繋がる可能性は
大きいと考える。

国内・輸入共に晴れの状況が続くと
思われる。


