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ポイント❷ 屋根・床・壁の断熱性能を高める！ポイント❶ ZEHとは？
外皮の断熱性能などを大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入や、
再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼ
ロとすることを目指した住宅です。

「省エネ」「創エネ」「畜エネ」「HEMS」を組み合わせる必要があります。太陽光発電
システムを載せただけではできません。

省エネ基準よりも 20％以上の省エネを ZEH 基準と設定しているため、躯体を高断熱
化しなければなりません。

⃝外皮平均熱貫流率 UA の基準値
外皮平均熱貫流率は、住宅の断熱性能を表します。
数値が小さいほど性能が髙いことを示します。

ZEH（ゼロ・エネルギー住宅）が持つ４つのメリット

⃝冷房期日射熱取得率
主にガラス窓に入射した日射熱が、室内側へ流入する割合を「日射熱取得率」と呼び、
日射熱取得率が大きいものほど日射熱を室内に取り入れるので、暖房を重視する地域・
部屋に適しています。 逆に日射熱取得率が小さいものほど日射熱を遮蔽するので、冷
房を重視する地域・部屋に適しています。

ジャパン建材主催  省エネに係る基礎研修を全国で開催！
国策動向と補助金制度、ZEH に向けた省エネ住宅の仕様決めポイントと活用事例のご紹介

参加者の方には ZEH 住宅等の仕様提案を無料でいたします  　※数に限りがございます
お問合せは、ジャパン建材各営業所まで

日付 時間 場所 対象エリア 問合せ先
営業所

11 月   8  日 13：30 ～ 16：30 ホルトホール大分 九州 大分
11 月 10 日 14：00 ～ 17：00 とかちプラザ 3 階特別会議室 北海道 帯広
11 月 14 日 14：30 ～ 17：30 テクノホール 九州 鹿児島
11 月 14 日 14：00 ～ 16：00 TDY 金沢ショールーム 中部 金沢
11 月 15 日 14：00 ～ 16：30 函館市産業支援センター 北海道 函館
11 月 16 日 14：00 ～ 17：00 青森県荒川市民センター 東北 青森
11 月 16 日 14：00 ～ 16：00 パナソニックショールーム 岐阜 中部 岐阜
11 月 16 日 14：00 ～ 17：00 ジャパン建材広島営業所 中国・四国 広島

日付 時間 場所 対象エリア 問合せ先
営業所

11 月 17 日 13：00 ～ 16：00 ノーリツ横浜ショールーム 4 階 首都圏・関東 横浜
11 月 17 日 14：00 ～ 17：00 八戸市卸センター 東北 八戸
11 月 21 日 14：00 ～ 17：00 卸商業団地組合会館 九州 沖縄
11 月 24 日 13：30 ～ 16：30 時津町北部コミュニティーセンター 九州 長崎
11 月 27 日 14：30 ～ 17：30 熊本テルサ 九州 熊本
11 月 28 日 13：00 ～ 15：30 サンメッセ香川 中国・四国 高松
11 月 28 日 13：30 ～ 16：30 秋田県ＪＡビル 東北 秋田
11 月 29 日 13：30 ～ 16：30 ＴＯＴＯ仙台ショールーム 東北 仙台
11 月 30 日 13：30 ～ 16：30 山形県産業創造支援センター 東北 山形

ZEH が新築の基準になる前に
おさえておこう！

地域区分 1 地域 2 地域 3 地域 4 地域 5 地域 6 地域 7 地域 8 地域
省エネ基準 0.46 0.56 0.75 0.87 ‐

ZEH 基準 0.40 0.50 0.60 ‐
ZEH 強化外皮基準 0.30 0.40 0.50 -

地域区分 1 地域 2 地域 3 地域 4 地域 5 地域 6 地域 7 地域 8 地域

日射熱取得率 ‐ 3.0 2.8 2.7 3.2

※ 地域区分 4・5 地域の強化外皮基準に
ついては暫定措置として今年度 ZEH 事
業のみ 0.50 以下でも可

❶ 経済的な価値ある住まい
効率の良い設備を設置し、断熱性に優れ、太陽の光を上手に取り入れた住宅は、
経済的で優しい住まいです。

❷ 快適で住まう人に優しい住まい
暑さ寒さから住まう人を守り、真夏や真冬でも少ない暖冷房エネルギーで、過
ごしやすく快適です。

❸ 健康な住まい
結露によるカビやダニの発生をおさえ、身体が受けるさまざまなストレスを
シャットアウトし、住まう人の心身を健康にします。

❹ 長持ちで環境にも優しい住まい
地域の気候風土に配慮し、結露の発生しない ZEH は、結露による木材などの腐
朽や劣化を抑制し、長持ちで地球環境にも優しい住まいです。



「快適通信！」
公式WEBサイトで更新され
た内容の一部をご紹介する情
報誌も新たに発行します。快
適通信で気になる情報・知り
たい情報などがありましたら
『快適住実の家』WEBサイト
へアクセス。

『快適住実の家』に関するお問合せ・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。

本誌 10月号でもご紹介をしましたが『快
適住実の家』WEBサイトをお施主様向け
にリニューアルしました。
会員工務店様の中から地域に根ざし成果
を上げている「リーディング工務店」に
スポットを当て、その具体的取組や考え
方をインタビューしたブログや、最近の

トレンド・住宅ローン等の解説記事など
「家にまつわる知りたい情報」を積極的に
発信していきます。またお施主様が依頼
したい「地元工務店」とのマッチングペー
ジもご用意。
お施主様との接点づくりをサポートいた
します。

公式WEBサイトをお施主様向けにリニューアル

公式WEBサイトURL → http：//www.kj-ie.co.jp/

公式WEBサイト
トップページ

ブログ記事
（インタビュー形式）

全国で頑張る「会員工務店様」の

経営手法や特徴、社長の人柄をお

施主様にご紹介していきます。

快適住実の家サービスのご

紹介から「会員工務店様の

ブ ラ ン デ ィ ン グ 」 と「 会

員工務店様検索への誘導」

ページへリニューアル。
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海運業から木材業へ

小川　本日は貴重なお時間を頂戴し、あり
がとうございます。
　早速ですが、ご創業の経緯から聞かせて
いただけますでしょうか。
木脇会長　創業は、私が材木のことは何も
知らない 26 歳の時です。それまでは奄美大
島や沖縄への貨物を扱う海運会社に勤めて
いました。その関係で親しくなった離島の
方から木材のことを教わりながら、離島の
皆様に木材を送る商売を個人で始めました。
小川　離島向け木材の供給を社会的使命と
してご創業されたのですね。
木脇会長　はい。その後、製材所への支払
額が数百万円単位に増えてきたため、法人
組織にしてもらいたいという要請があって、
資本金 400 万円で有限会社木脇商会を設立
したのが 36 歳の時です。その 2 年後、資本
金を 1000 万円に増資しました。
　そして、平成元（1989）年には吉松製材
所を設立しました。これは、当時、繁忙期
に製材が順番待ちになって仕事が思うよう
に捗らないという離島のお客様の声を耳に
しましてね、皆さんがよく使われる規格サ
イズだけでも自社で製材して、いつでも間
に合うように在庫しておこうという発想で
始めたものです。そうした私の誠意をお客
様に汲んでいただいて「木脇商会は間に合
わせてくれる」と、ご愛顧いただいて今日
に至っています。さらに平成 4（1992）年、
株式会社ウッディ・キワキを設立しました。
長野社長　この時から、木脇商会は主に離
島の大工・工務店様向けを、ウッディ・キ
ワキは鹿児島県本土の材木店・建材販売店
様対象卸売と、客筋を明確に分けました。
木脇会長　そうして、平成 9（1997）年に
木脇商会を株式会社（資本金 3,000 万円）
に改組。私が 75 歳になった平成 22（2010）
年、事業承継のタイミングに、それまでの
木脇商会の木材・建材販売事業と太陽光設
置事業を引き継ぐ形で資本金 2,000 万円の
株式会社木脇を新たに設立しました。
　一方、木脇商会のほうは、私が代表取締
役社長を務め、ウッディ・キワキの木材・
建材市場事業と不動産業を吸収し、太陽光
発電事業による売電にも携わっています。
小川　株式会社木脇様と株式会社木脇商会
様が共に存続しているということですね。

IT 業界から転身

小川　長野社長が木脇様に入社された経緯
を、お聞かせいただけますか。
長野社長　私は岡山県出身で、大学時代は
大阪で過ごし、卒業後は、パーソナルコン
ピュータ売上日本一、半導体売上世界一と
いう絶頂期にあった NEC（日本電気株式会
社）に入社しました。
　入社してしばらくは東京港区の本社勤務、
その後、相模原の半導体工場に約 7 年間勤
務して、平成 7（1995）年に木脇商会に入
社しました。

　実は、学生時代に米国へ短期留学した時
に、会長の長女と同じクラスになったこと
が縁で、NEC 時代に結婚していました。
小川　結婚に際して「ゆくゆくは後継者に」
というようなお話はありましたか。
木脇会長　私には娘が三人おりますので、
その時点では全く考えていませんでした。
長野社長　家内からは、長女なので家業の
先々を気にかけているという話は、時折聞
いていました。
小川　奥様の思いも汲まれ、入社を決断さ
れたということですね。
長野社長　はい。私が木脇商会に入る決断
をし、前職を辞めた 1995 年は、阪神・淡
路大震災や、地下鉄サリン事件もあり、さ
らに身内に不幸もありまして、私にとって
非常に印象深い節目の年でした。その年か
ら 22 年になります。
木脇会長　長野の前職は事務職だったので、
入社当初は休日返上でフォークリフトの扱
い方から私が指南しましてね。
小川　現場作業も経験され、文字通り一か
ら積み上げてこられたということですね。
社長になられたのが木脇商会様入社から 15
年後ですね。
長野社長　はい。社長になってからは、7 年
目です。入社時点で後継者になる覚悟をし
ていましたので、社長になる前も、なった
後も、モチベーションに変わりはなく、常
に前向きに、ほとんど実践で学びました。
小川　社長になられた頃にはすでに社員の
皆様とのコミュニケーションも円滑にとれ
ていたでしょうが、特に社長として目指し
てこられたことがありますか。
長野社長　そうですね、入社した時は、周
囲は全て先輩で年配の方ばかり、その状況
が 5 〜 6 年続きましたので、自分と同世代、
もしくは下の世代の仲間が欲しい、という
気持ちは常にありました。それが、10 年、
22 年と経ち、ようやく自分の思い描くメン
バーに近くなってきたな、と思います。
小川　長野社長が入社された頃は、新設住
宅着工戸数が 100 数十万戸台あったのが、
今では 100 万戸を割り、さらに 50 万戸時
代も来ると言われています。正に市場が大
きく変化する中で、社内のメンバーも変わ
り、仕事の内容も変わってきているという
ことですね。

鹿児島県離島を商いの軸に

小川　特に木材中心のご商売されていた
方々は、かつては木材 9 割、建材 1 割程度だっ
たのが、今は逆転しているようです。
　木脇様でも、そうした変化はありますか。
長野社長　木脇商会創業時からずっと木材
が 100％の商売でした。それが、昭和 59

（1984）年、ジャパン建材さんの前身の丸
吉さんの OB が入社されて、当社が本格的に
建材の扱いを始める契機になりました。
小川　そうでしたか。
長野社長　それでも、当社は今でも木材が
70％、建材関係が 30％の比率です。
木脇会長　それは、離島のお客様への木材

供給が核になっているという当社の特殊性
があるからだと思います。
小川　離島の方々から発注いただく木材は
住宅向けが中心ですか。
木脇会長　メインは住宅ですが、最近は、
土木用、畜舎用もあります。
長野社長　鹿児島県の島嶼部には大小 600
余りの島々があります。その中で有人の島
が 26、27 島あり、その中でも人口が 1 位
から 7 位までの離島ごとに担当の営業マン
を配置していまして、月 1 回必ず訪問させ
ていただいています。
小川　お客様は全て工務店様ですか。
長野社長　離島なので年間 3、4 棟を受注し
ていらっしゃる方々ですが、ほとんどが工
務店様です。
小川　離島のお客様の長期優良住宅や、ZEH

（ゼロ・エネルギー住宅）への関心は、いか
がですか。
長野社長　正直、全体としてはまだまだの
状況ですが、当社が事務局として地域型住
宅グリーン化事業にも取り組んでいただけ
る環境を整備して後押しに努めています。
小川　因みに離島人口はどのくらいですか。
長野社長　鹿児島県の人口が約 162 万人で、
離島人口が 16 万人、ちょうど 1 割が離島に
住んでいらっしゃいます。
小川　離島も高齢化は進んでいますか。
長野社長　従来の大工さんの高齢化は進ん
でいますが、その一方で若い世代も育って
いて、同世代の方たちの住まいづくりを担
うという好循環が生まれています。
小川　将来は明るいということですね。
長野社長　また離島の産業は農業が中心で、
農作物の価格によって景況感が変わります。
ですから世の中の一般的な景気とは大きく
異なるという特殊な事情もあります。当社
の今の繁栄があるのは、離島のお客様を大
事にしてきたからこそだと思います。

お客様ごとのニーズに応える！

小川　鹿児島県の 7 島、さらに沖縄も商圏
とされているのですね。

木脇会長　はい、長野に引き継ぐまでは、
私が離島、沖縄を回っていました。
長野社長　今は私が、沖縄本島と宮古島、
石垣島の営業を担当していまして、ほぼ毎
月訪問しています。
　ご存知のように、今、沖縄は空前の木造
ブームで、木造比率が高まっています。日
本で唯一、これから木造住宅の新設着工戸
数が増える県です。
小川　沖縄で木造住宅が建つのは非常に嬉
しいことですが、一方で私が危惧している
のは防蟻対策です。そこは、いかがですか。
長野社長　防蟻処理は、九州では加圧注入
は土台回りだけ、離島でも土台、大引き、
下回りです。沖縄では全ての構造部材に加
圧注入で対応しています。なかには和室内
装の表しで使う柱にもクリア注入で対応さ
れている方もいて、私たちが考えるよりも
神経を使っていらっしゃいます。
小川　将来ビジョンとしては、離島と、木
造住宅の需要増が見込める沖縄をメインに
据えて強みを発揮していかれる、というこ
とですね。
長野社長　はい、そこは変わりません。
小川　鹿児島県本土でのご商売については、
どのようにお考えでしょうか。
長野社長　本土については、物売り部分を
極めていきたいという思いが強くあります。
　実は、当社の規模でトラック 2 台、これ
は少ないと思います。と言いますのも、配
達も大事ですが、鹿児島市内では効率を求
めたい、という気持ちからです。
小川　建材の比率を高めるよりも、木材の
シェア拡大に重きをおいていらっしゃると
いうことですね。
長野社長　木脇から買っていただけるもの
は全て、離島に関しては一棟分丸ごとお届
けして、お客様に支持される比率を上げた
いと思います。
小川　そうした今後の木脇様の戦略をジャ
パン建材としてお手伝いできるのは、どの
ようなことでしょうか。
長野社長　おかげさまで離島への住設機器
販売ですでにお世話になっています。地域
型住宅グリーン化事業や長期優良住宅、ZEH
への取組みでは JK サポートセンターさんを
活用させていただいて、新規お客様へのア
プローチにもお力添えをいただいています。
木脇会長　当社は創業以来一度も赤字決算
がなく、これまできております。それが自
慢です。さらに長野という後継者を得て、
将来も安泰だと思います。
長野社長　会長の代から堅実経営できてい
ますので、私も、これを堅持していきたい
と思います。
小川　ジャパン建材は、今後も木脇様の方
向性に沿ってお役に立てるお手伝いをさせ
ていただきたいと思います。
　木脇会長の代から培ってこられた情に厚
い離島の方々とのご縁を脈々と引き継がれ、
離島を軸にした堅実経営について、また、
今後のビジョンについても、木脇様への理
解を深める機会を与えていただき、本日は
ありがとうございました。

お客様それぞれのニーズに応え、支持される木脇を目指しています！

【会社概要】
本　　社　鹿児島県鹿児島市東開町 3 番地 75
創　　業　1961（昭和 36）年
設　　立　2010（平成 22）年
資 本 金　2,000 万円
従業員数　15 名
年　　商　13 億 3,800 万円（平成 28 年度）

代表取締役会長

木脇　静 様
きわき　しずか

代表取締役社長

長野  明人 様
ながの　あきひと

【プロフィール】
1935（昭和 10）年　鹿児島市に生まれる
1961（昭和 36）年　木材業を個人創業
1971（昭和 46）年　有限会社木脇商会設立
1997（平成   9 ）年　株式会社に組織変更
2010（平成 22）年　株式会社木脇代表取締役会長に就任
　　　　　　　　　　（株式会社木脇商会代表取締役社長を兼務）

【プロフィール】
1965（昭和 40）年　岡山市に生まれる
1989（平成 元）年　関西大学卒業
　　　　　　　　　　日本電気株式会社に入社
1995（平成   7 ）年　株式会社木脇商会入社
2010（平成 22）年　株式会社木脇設立
　　　　　　　　　　代表取締役社長に就任

株式会社  木  脇

32017.11
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11月3日は合板の日
　合板の歴史は古代エジプトにまでさかのぼり、薄くはいだ板を
接着した手法のものが発見されており、これが合板の始まりだと
言われています。日本では、正倉院で合せ板の手法が使われてい
ることが発見されています。
　そして、わが国で現在のように合板の製造が開始されたのは
1907 年。故浅野吉次郎が、日本で初めて近代的なロータリーレー
スを開発しました。「にほんの合板製造の父」と称される浅野吉
次郎は 1859 年、尾張藩小納戸御用を勤める浅野家の二男として
名古屋で生まれました。浅野家は古くから樽や桶を製造し、水車
による精米業も営んでいました。
　吉次郎は生まれつき器用なうえに発明好きで、18 歳の時には
精米機を改造して好成績を収めました。20 歳で家業を継ぎ、28
歳でセメント樽を製造し、手動足踏みで回転する樽側ひき割り機
械を考案しました。1890 年には蒸気機関による竪鋸を、1899
年には帯鋸を考案・作成し、日清戦争では弾薬箱、糧食箱などの
納入で活躍しました。

　日清戦争後には、商社からのモミチェスト（モミ茶箱）の生産
依頼を受け、年間 30 万セットの契約を果たしました。それがきっ
かけで浅野はチェストの製造・輸出を始めましたが、数年で安い
英国製に押されだしてしまいました。吉次郎は英国製の茶箱だけ
を頼りに暗中模索したようです。
　2 年後、丸太を回転させかつらむきのように切削できる「ロー
タリーレース」という装置を開発し、国内で初めて合板製造に成
功しました。切削した薄板の乾燥や接着に腐心した末、当時「あ
わせ板」と呼ばれていた合板は 1910 年に「浅野式合板」として
認可されました。
　浅野吉次郎がロータリーレースを開発した 11 月 3 日を、NPO
法人木材・合板博物館及び日本合板工業組合連合の共同提唱で、

「合板の日」として制定しました。日本は現在、世界でもトップ
レベルの合板製造国となり、生産量、消費量とどちらも世界有数
です。

故 浅野吉次郎 氏

ジャパン建材は、
森林資源の持続可能な利用を促進するため
「J-GREEN」事業を行なっております。
木質製品群「J-GREEN」は、合法伐採木材等
の流通及び利用の促進に関する法律（クリー
ンウッド法）に基づき、森林認証材など合法
性が証明された製品、植林や間伐材利用など
環境に配慮した製品をご提案するブランドで
す。適切に管理された森林資源の利用促進と
ともに、利益の一部を環境保護団体等へ寄付
することで社会や環境に貢献いたします。
ジャパン建材は、「J-GREEN」事業を通して
合板の歴史と未来を守っていきます。



52017.11

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

〈居住支援協議会〉

連携

連携連携

不動産関係
団体

居住支援
団体

地方公共
団体

改修費補助
改修資金融資

家賃低廉化等補助
活動支援

入居支援等

入居

情報提供
登録

住宅確保要配慮者の
入居を拒まない住宅

賃
借
人

要
配
慮
者

※専ら住宅確保要配慮者が入居する住宅とすること等の一定用件あり

都道府県等

「新たな住宅セーフティネット制度」が開始！
住宅セーフティネット法の改正法が 10月 25日

に施行されました。高齢者・低額所得者・子育て

世帯などの“住宅確保要配慮者”を都道府県ごと

に空き家登録制度を新設。オーナーが登録に応じ

た空き家を活用することで“住宅要配慮者”の入

居を促進するものです。

改正された背景
■住宅確保要配慮者の状況
　・高齢単身者が今後 10 年で 100 万人増加（うち民間賃貸入居者 22 万人）

　・若年層の収入はピーク時から 1 割減

　　（30 歳代給与【H9：474 万円⇒ H27：416 万円（▲ 12％）】

　・若年夫婦が理想の子供数を持たない理由「家がせまいから」（16％）

　・一人親世帯の収入は夫婦子世帯の 43％（H26：一人親世帯 296 万　夫婦子世帯 688 万円）

　・家賃滞納、孤独死、子供の事故・騒音などへの不安から入居拒否

■住宅ストックの状況
　・総人口が減少する中で公営住宅の大幅増は見込めない

　・民間の空き家・空き室は増加傾向

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
　1. 都道府県・市区町村による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画の策定
　2.  賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県・政令市・中

核市に登録
　3. 都道府県などが登録住宅の情報開示・賃貸人の指導監督

登録住宅の改修・入居への経済的支援
　1. 登録住宅の改修に対する支援措置
　　①登録住宅に対する改修費補助 ※補助を受けた住宅は専用住宅化

　　　・補助対象工事：バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事など

　　②（独）住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資

　2. 低額所得者の入居負担軽減ための支援措置 
　　※補助を受けた住宅は専用住宅化

　　　・補助対象：①家賃低廉化に要する費用（国費上限 2 万円 / 月・戸）

　　　　　　　　　②入居時の家賃債務保証料（国費上限 3 万円 / 月・戸）

マッチング・入居支援
　1. 都道府県による居住支援法人の指定
　2. 居住支援法人等による登録住宅等の情報提供・入居相談
　3. 生活保護受給者の住宅扶助費などについて賃貸人からの
　4. 居住支援活動への支援措置等
　5. 住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化

セーフティネット住宅情報提供システム
　 制度改正に伴い国土交通省では、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報

提供などを行うシステムの運用を開始しました。誰でも利用することが

でき、セーフティネット住宅の検索・所在地・家賃などの閲覧が可能です。

登録する賃貸人が利用できる機能などもあります。

詳しくは、下記アドレスまで　http：//www.safetynet-jutaku.jp
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デッキのある暮らしのご提案
プラスッド ソライエデッキ

住宅・店舗物件等に対応します !!

フローリング専用床見切り材

フクビ化学工業株式会社　

株式会社アシスト　

国土の 70% が森林の日本において、適切に間伐を行い、森林に放置せず、間伐
した木を使うことは災害対策や環境共生の観点から非常に重要であるといえま
す。フクビ化学工業は間伐材の有効利用のために福井県の森林組合と共同で「ふ
くい WOOD バイオマスセンター」を平成 25 年に開設しました。
この取り組みは①間伐材の有効活用により森林を守ること、②地元の異業種が手
を組み新ビジネスを創出し、地域活性化や雇用を促進すること、③石油由来エネ
ルギーを削減し、持続可能な社会に貢献することが評価され、2016 年度グッド
デザイン賞を受賞しました。当社は木粉とリサイクル樹脂からなる原料を用いて、
木質プラスチック建材「プラスッド」を製造し、森林を守っていきます。

【デザイン・木材のような質感】
デッキ、ステップ、フェンスすべての部材を同じ質感で統一しました。
水平垂直を基調とし、余計な金物を見せず、自然で木質感のあふれ
るデザインです。

【センタータイプセット   アルミ製   木目フィルム】
NO.23 － 1101

【スルータイプセット   アルミ製  木目フィルム】
NO.23 － 1102

【サイドタイプセット   アルミ製  木目フィルム】
NO.23 － 1103

【適合床材厚】
8㎜～ 12.5㎜

【カラー】
ME…メープル
CH…チェリー
SQ…スカッシュ

【耐候性・施工時の美しさを長期間継続】
プラスッドは木材のような激しい色変化がな
く、施工時の美しさを長期間継続します。一
般的な樹脂製人工木材のような樹脂の分解や
色抜けは少なくなっています。

【メンテナンス性・快適な暮らしのために】
天然木では保護のために定期的な塗装を行わ
ないと、ボロボロになりますが、プラスッド
で は 塗 装 が 不 要 で す。
間伐材を 200 μ m まで
粉砕しているプラスッ
ドにはトゲやささくれ
の心配もありません。

促進耐候性試験結果

プラスッド
LB色

プラスッド
DB色

初期 1年半相当 2年半相当 5年相当 15年相当

プラスッド
LB色

プラスッド
DB色

初期 1年半相当 2年半相当 5年相当 15年相当



今年の夏から、Bulls 商品に蓄電池が新しくラインナップに加わりました。世界最
小・最軽量の蓄電池で、今なら特別価格でご提供可能です。コストを抑えて後付
けしたい物件にイチオシです。

 お問合せは、ジャパン建材各営業所までお願いします。

取扱い販売店様   募集中 !

特定負荷用分電盤

どんな設置シーンにも

イチオシ！

プラス 蓄電池でスマートハウス化

+ 10年
保証

新商品
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〒 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 8 月度は 80,562 戸（前年
同月比 2.0％減）で 2 カ月連続の減
少となった。その内、木造住宅につ
いては 46,912 戸（同比 3.7％減）で
2 カ月連続の減少。季節調整済年率
換算値は 94.2 万戸で前月比 3.2％減
少となった。
　利用関係別では持家が 24,379 戸

（前年同月比 7.4％減）で 3 カ月連続
の減少となり、貸家は 34,968 戸（同
比 4.9％減）で 3 カ月連続の減少、
分譲は 20,728 戸（同比 12.0％増）
で 3 カ月連続の増加となった。分譲
の内訳はマンションが 9,109 戸（同
比 33.7％増）で 3 カ月連続の増加と
なり、戸建ては 11,493 戸（同比 0.8％
増）で 21 カ月ぶりの減少から再び
増加と好調を維持している。
　建築工法別ではプレハブが 11,726
戸（同比 10.9％減）で 3 カ月連続の
減少、2 × 4 は 10,105 戸（同比 9.0％
減）で 2 カ月連続の減少となっている。

国内合板
　8 月の生産量は 26.7 万㎥（前月
比 97.5％、前年同月比 109.9％）と
発表された。その内、針葉樹合板の
生 産 量 は 25.5 万 ㎥（ 同 比 97.4 ％、
110.8％）となり、出荷量は 25.0 万
㎥（同比 95.3％、104.6％）となった。
生産量、出荷量共に前年と比較して
も好調を維持出来、在荷量は 11.0 万

㎥で出荷量の 0.4 カ月分しかなく依
然低水準であることに変化ない。
　針葉樹合板は高水準の出荷が続い
ている。品薄感は地域差があるが、
増産体制は維持されると思われる。
10 月以降も好調な着工数を背景に堅
調な状況が続き、商品も更に不足感
が出てくると思われる為、先行きの
仕事状況の把握と早目の玉確保をす
ることをお勧めしたい。

輸入合板
　8 月度入荷量は 23.3 万㎥（前月比
103.6％、前年同月比 111.5％）となっ
た。国別では 12㎜品中心のマレーシ
アからの入荷量が 9.3 万㎥、インド
ネシアからの入荷は 7.3 万㎥となっ
ている。1 〜 8 月平均の入荷量は、
前年の 105.4％と増加はしている。
　現地価格の上昇や入港遅れで今後
も流通在庫は少ない状況が続くと思
われる。原木供給不安については最
悪期を脱したものの、シッパーが価
格的に強気姿勢を崩すことは考えに
くく、先行き仕事が見えている分は
早めに手配し、玉を確保する事が肝
要と考える。今後も価格が上昇傾向
であることは頭に入れておきたい。

10 月以降も国内合板、輸入合板共に
入手困難な状況で晴れの状態が続く
と思われる。どちらも早め早めに手
配していきたい。

　ロシア事業は今まで極東のウラジオストクを中心に現地法人 Rus Interra LLC にて建

材の輸出入・販売に取り組んでおりましたが、ロシアの首都であるモスクワへも販売

網を広げるべく、マーケティングと営業サポートをするために 2017 年 3 月に駐在事務

所を開設しました。

　モスクワには 150 社以上の日系企業が進出していますが、他企業に負けない弊社の

強みは、なんといってもロシア人スタッフ・顧客とのコミュニケーション力です。他

企業ではロシア語が話せない駐在員が多いことから、英語でのコミュニケーションか

通訳を介することが多いですが、弊社では語学研修制度があるため、日本人がロシア

語でロシア人スタッフや顧客と会話をすることで、信頼度や好感度が高まり、商談内

容も濃くなる等、商品力だけでなく人材力での提案ができていると感じています。

　まだ開所したばかりですが、ヨーロッパで最も人口が多く、世界有数の世界都市と

呼ばれるモスクワで、どれだけ商売を広げていけるかスタッフと日々切磋琢磨してお

ります。日露ビジネスの幅を更に広げていきたいと思いますので、是非ビジネスでも

観光でもモスクワを訪れてください！　　До свидания（ダスビダーニャ）!!

　事務所前　左から
　アニシモフ・バレーリィ（モスクワ駐在事務所 NS）
　石川大章（モスクワ駐在員）
　青木社長（JK ホールディングス）
　石川一輝（ウラジオストク駐在員）
　ツァレーワ・ナターリヤ（モスクワ駐在事務所 NS）

JK ホールディングス　モスクワ駐在事務所

石川  大章

モスクワ
駐在事務所

モスクワの夜景

　　　　私たち JKHD グループの理念は、快適で豊かな「住」環境の創造。
　　　　グループ企業各社はもとより、グループ企業間の連携によって、
　　　　さらに皆様のお役に立てるよう取り組んでまいります。

JKHD グループ
企 業 紹 介

JK ホールディングス


