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第 41 回ジャパン建材フェア  特集

ジャパン建材の提案コーナー
ジャパン建材フェアでは、全部で 7 の提案コーナーをご用意してみなさま
をお待ちしております。プライベートブランド『Bulls』『J-GREEN』を
始め、メーカー様とタッグを組んで商材を提案しているコーナーや、木材、
合板商品が充実しているコーナー、暮らしにフォーカスしてさまざまな角
度から提案を行うコーナーなど、見ても、聞いても、買っても楽しいコーナー
が満載！この機会にぜひ、モノ（商品）とコト（情報）をお持ち帰りください！

会場 MAP

特価市場
特価市場では建築内外装材・住設機器・副資材・現場道具・家電など多
種多様なお買い得商品を多数ご用意しております。数量限定商品もござ
いますので、いち早くブースにお立ち寄りください。

国内・輸入合板・J-GREENコーナー
企業に ESG 投資が求められる時代の中、環境性・合法性が担保された
J-GREEN 商品を展示即売致します。新商品として森林認証品ファルカ
タコンビ合板を展示予定です。

Bulls コーナー
ジャパン建材のプライベートブランドである「Bulls 商品」を一挙に展
示。約 480 アイテムに加え、新商品もラインナップしてご提案します。
大人気Bullsパックコーナーでは今回も選りすぐりの商品を販売します。
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木構造・CLT コーナー
「CLT で地方創生を実現する議員連盟」「地方創生を実現する首長連合」
が中心となり、省庁横断で国を挙げて推進中の CLT オリジナルモデル
ブースで CLT の可能性を提案します。新製品 WoodAlc も展示！

木材プレカットコーナー
北は北海道、南は九州までブルズ木材会会員メーカーより国産材、外国
産材問わずプロの目でこだわりぬいた木材製品を出品し木材の新たな可
能性をご提案します。また、当社 CAD オペレーターによる、CAD 入
力を実演、各プレカット工場の特徴や東京 BK 足場による TB21 上棟シ
ステムのご紹介と素材から加工、上棟までの流れをご覧頂けます。

快適住実の家コーナー
『快適住実の家』とは、集客に関するサービスから、引き渡し後のアフター
メンテナンスまでのサービスを、工務店様や販売店様へ提供している会
員組織です。このコーナーでは会員サービスの詳細展示や、その他体感
型イベントも企画中です。

住まい方・暮らし方コーナー
「住まい方・暮らし方コーナー」とは、ご来場者一人ひとりに理想の住
まいと夢の暮らしについて考えていただく場です。毎回テーマを決めて、
住宅における様々な考え方を展示しております。
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「つながり」

住まいづくりにおいて大きな転換期となる 2020 年。
「住まい方・暮らし方ー ROAD to 2020 ー」には「2020

年に必要となるモノ（商材）やコト（情報）をジャパ
ン建材フェアでお持ち帰りいただき 2020 年に向かっ
ていこう！」という思いが込められています。当展示
会を通して、2020 年以降の住まいと暮らしがどのよう
な変化を迎えていくのか、皆さまと一緒に考え歩んで
行きたいと思います。スタッフ一同、皆さまのご来場
を心よりお待ち申し上げます。 東京ビッグサイト西棟 1・2ホール 

❼

テーマ



　❼  住まい方・暮らし方コーナー
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住まい方・暮らし方コーナーとは、一人ひとりが想い描く
理想の住まいと暮らしについて考えていただく場です。毎
回テーマを決めて、住宅における様々な考え方を展示して
います。

2020 年を目前に、私たちを取り巻く住宅業界は大きな変化を迎えています。イン
ターネットの普及により、手軽に情報を収集できることが当たり前になり、住まい
や暮らしにおける価値観は大きく変わってきています。
今回のテーマは「つながり」です。

『住まいは「つながり」によってつくられ、暮らしは「つながり」によって豊かになる』
このコンセプトのもと、【IoT】【庭】【空気】【趣味】4 つの切り口から目に見えない「つ
ながり」をカタチにし、一人ひとりの暮らしを想像できるよう、生活空間を切り取っ
た展示をシーン別に提案します。
住まいを通じて人と人とがつながる暮らしを体感していただき、住まいづくりのヒ
ントをお持ち帰りください。

IoT
皆さんが考える未来の家は、どの様なことがで
きるでしょうか？ドローンが宅配し、自動走行
バスが走る世界はもう少し先ですが、今私達が
販売している建材が、インターネットでつながっ
たら何ができるのか？
スマホで玄関ドアのロック状況を確認し、遠隔
操作で施錠したり、スマートスピーカーに
話しかけるだけで、シャッターの開閉や、
照明・エアコンの操作を行うことがで
きる。そんな、快適な住まいのカタ
チを展示します。

5th room
～家（ウチ）と庭（ソト）をつなぐ「5 番目の部屋」～
家から一歩庭に出た場所に、自然を取り入れた快適
な空間をつくり、風や光を感じる「5th Room」が
笑顔で集まる家族の心と心をつなぎます。

新しい価値観を持ったミレニアル世代。共働き
パワーカップルが求める理想や憧れ…。ニー

ズ No.1 である「庭やバルコニーで休
日ブランチやカフェ」空間を体感して
頂きます。
庭での新しい暮らし方、はじめてみ
ませんか？

空 気
快適性、健康、心地よさ…あらゆる
点で空気環境を考えることはとても大切
です。では、空気環境を考えた住まいとは、
どんな住まいでしょうか？
当コーナーでは、熱交換気・エアコン・フロー
リング・気密部材・窓の 5 つの建材を結び合わ
せることで実現する「快適で健康的な住まい」を、
気流デモンストレーションやリビングのシーン
展示、気流や換気の体感模型を交えて、皆様に
ご提案いたします。

趣 味
“ スキ ” に囲まれて暮らしたい！アイ

デア次第で夢の空間ができるとしたら…
家づくりと “ スキ ” がつながり、毎日がもっ

と好きになる。
一人ひとり違い、暮らしに味が出る趣味。今回は「読
書好きなお父さん」と、「キャンプ好きな家族」が
家づくりをしたらどんな趣味空間ができるかを提案
します。家族や友人、ご近所さんとつながれる住ま
い。そんな趣味の空間を取り入れた家づくりを楽し
み、非日常を日常へ。

つながりテーマ

※画像はイメージです。



　❻  快適住実の家コーナー
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困った！そんな時の駆け込み寺は

『快適住実の家』へ！

普段仕事をする中で、こんなお困り事はありませんか？
『お客様からの問い合わせがない』
『認定住宅の依頼があったが、対応に苦慮』　 『リフォーム需要に対応ができていない』
解決方法は様々ですが、『快適住実の家』なら、それらをサポートできます。
当コーナーでは『快適住実の家』でご提案しているサービス内容をご紹介すると共に、サービスの好事例や
新たにスタートしたサービスをご案内します。併せて、アトリウムにて開催される「special トークセッショ
ン」では、当会選りすぐりのリーディング工務店によるトークセッションも開催予定。会員工務店様がどの
ような活動をして売り上げに結びつけているのかをお話ししていただきます。

快適住実の家コーナーにて

❶ 快適あんしんリフォーム
昨年 12 月より開始したリフォーム向けサービスのご紹介です。新
しくリフォーム業界へ参入する方、もしくはリフォーム事業をして
いるが受注がいまひとつ伸び悩んでいる方、是非この機会にご参加
ください。直ぐに始められるツールが揃っています。

❷ 住宅資金計画無料 FP 相談　体験コーナー
お客様のライフプランに合わせた住宅資金計画 “FP 相談 ” を実際に
体験できるコーナーです。お客様の立場になって体験いただくこと
で、様々な活用法や成約へのヒント等が見つかります。是非ご参加
ください。

❸ ミニセミナーゾーン
来年度の注目施策となっている次世代住宅ポイントについて、制度
の目的から対象住宅の要件など、ポイントを押さえたミニセミナー
を行います。ご質問等お気軽にご相談ください。

❹『快適住実の家』サービスメニューご紹介
「工務店で建てたい！」というお客様を一人でも増やすため、集客に
関するサービスから、引き渡し後のアフターメンテナンスまで、家
づくりの流れに沿ったメニューをご用意しています。ここでは各サー
ビスをご紹介し、メリットや実際の利用方法をお伝えします。

ご来場キャンペーン
下記の方に特典をご用意しております！

⃝快適あんしんリフォームにお申込みいただいた方
⃝FP 相談を体験いただいた方

皆様のご来場お待ちしております！

アトリウム内イベントステージにて

西日本エリアで、地域に密着して積極的な取り組みを行い、安定した成果を収めてい
る工務店様（通称：リーディング工務店）に成功の秘訣やこだわりなど、二日間に渡っ
てインタビューしていきます。

【第 1 回】3/15（金）11：30 ～ 12：30

株式会社和工務店
代表取締役
夏目 信幸 氏

株式会社すずらん工務店
代表取締役
宮崎　淳 氏

有限会社小田製材所
専務取締役
小田 達也 氏

河野木材産業合資会社
代表社員
河野 光貴 氏

【第 2 回】3/16（土）11：30 ～ 12：30

株式会社大庭工務店
代表取締役
大庭 健二 氏

株式会社谷崎建設
代表取締役
谷崎 高広 氏

株式会社 I.D.Works
代表取締役
田丸　亮 氏

special トークセッション

「地域密着型工務店に聞く “ 受注獲得 ” のポイント」

『快適住実の家』では、「あなたの街に『匠（たくみ）』は居ます」をブランドメッ
セージとして、「匠＝工務店」の魅力をお客様に伝えることに取り組んでいます。
その中でも、地域に密着し、魅力的かつ様々な工夫をされている工務店様を「リー
ディング工務店」と位置付け、当会の優良工務店として、PR 活動をバックアッ
プしています。現在、東日本エリアで 12 社、西日本エリアで 8 社のリーディン
グ工務店様が活動しています。

リーディング工務店とは？

テーマ



企画展示

▲ 会場 MAP

アトリウム

を る

株式会社リフォーム産業新聞社後援

業界のキーパーソンたちが
住まいと暮らしについて語り合うトークセッション！
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木と共に歩んで 117 年

小川　ご創業の頃から、お聞かせください。
野田　1902 年（明治 35）に現在の静岡県
富士市において、富士川上流で伐採された
丸太を扱う野田材木店を創業して 117 年に
なります。大正時代には製材業に転換して
製材品の他に蜜柑箱やガソリンの一斗缶を
覆う木箱を製造していましたが、1934 年（昭
和 9）に合板製造業へ全面転換しました。
小川　日本の合板製造技術が確立されて間
もなく、合板製造を始められたのですね。
野田　はい。今の我々があるのは野田合板
があったからです。その事業を始めたのが
我々にとって中興の祖である二代目社長、
私の曽祖父にあたる、野田力三です。

限りある木材資源を有効活用

小川　日本初の乾式法ハードボード工場を、
さらに MDF 工場も建設されましたね。
野田　富士川の合板工場はフィリピンから
輸入した南洋材で合板を製造していました。
さらに清水にも合板工場を建設しましたが、
南洋材の安定供給にいつしか限界が来ると
考え、合板工場や製材工場から出る木材の
廃材を活用しようと考え、ハードボード工
場を清水に建設して、外装材や、床材も開
発し、合板の需要低下を補う製品が生まれ
ました。
　さらにハードボード工場のラインを一部
改造して MDF 製造を始め、1984 年（昭和
59）には MDF 工場を新たに建設しました。
でも当時は、耐水性の低い欧州産 MDF のイ
メージが強く、思うように用途拡大ができ
なくて、テレビの背面板、パチンコの釘打
ち板、ピアノのボディ下地材、家具などへ
の使用提案にとどまっていました。何とか
して用途を拡大したい、その思いから開発
されたのが『ノダハウスキット』でした。
小川　どのような製品でしたか。
野田　従来は合板を芯材にしていたドア枠
や幅木などの造作材を全て MDF にした日本
では先駆的な製品です。
小川　時代の節目ごとに、木質素材の可能
性を模索され、製品を開発されたのですね。

総合建材メーカーへ転身

小川　現社名にされたのは 1989 年（平成元）
でしたか。
野田　力三が 1986 年（昭和 61）に亡くなり、
石巻合板工業社長だった正男が野田合板の
社長に就任しました。そこで改めて社内の
コスト構造を見直し、このままの野田合板
では将来的に戦っていけないと悟り、全国
のお客様にもご相談したうえで、総合建材
メーカーへの転換を決断しました。
　造作材や階段の OEM 生産・販売も手掛け
ていましたので、それを自社製造のブラン
ドにしました。さらに窯業系サイディングや
キッチン、ユニットバスも手掛け、3 年後に
現社名の株式会社ノダに変更し、そこから新
しいことにどんどん挑戦して、当時の業界の
流れでもあった総合化を推進しました。
　現在、当社のブロック長として頑張って
もらっている人たちを大量に中途採用した

のもこの時期です。
小川　時代の流れ、ニーズの変化に合わせ
て組織を強化された、また一つ、ここが大
きな転換点になったということですね。
　さらに 1995 年（平成 7）に東証第二部に
上場されましたね。
野田　はい、これは 1923 年（大正 12）の
入社以来業績拡大と社会貢献に粉骨砕身し
た力三の時代からの悲願でもありました。

人が楽しくなることに貢献したい！

小川　野田社長の入社は何年でしたか。
野田　2005 年（平成 17）です。平成の時
代に総合化を進めたノダでしたが、新設住
宅着工戸数が減少傾向になり、我々が手を
広げてきた中にうまくいかなかったことも
あって、私の入社 2 年後に 4 期連続赤字と
いう現実に直面しました。
小川　私がジャパン建材に入ったのが 2006
年（平成 18）。その年の合板相場は好調で
したが、翌年は一転して、浮沈の激しさを
目の当たりにして驚いたものです。
　野田社長ご自身は、早い時期から後継者
になることを意識されていましたか。
野田　そういう雰囲気が辺りに漂っていま
したので、意識はしていました。

小川　振り返ってみて、これが帝王学だっ
たかな、と思われることが何かありますか。
野田　帝王学だったかどうかはわかりませ
んが、幼い頃から「目立つな」とひたすら
言われていました。私にはタガが外れやす
いところもあったので、父、有一からの「調
子に乗るな」という戒めだったと思います。
小川　いずれは家業を継ぐことになるだろ
うという思いを抱きつつも、異業種に入ら
れたのは、何故ですか。
野田　父から就職活動の前に「親を頼るな」

「建材業界には来るな」と言われました。私
も、二十歳の年にノダが上場したので、野
田家の人間が後を継がなくても良いように
したのだと解釈していました。父から言わ
れるまでもなく、親に頼るつもりは全くな
く、異業種に入るつもりでした。
　就職先は、人が楽しくなることに貢献で
き、これまでに自分が触れたことのあるも
のを自分の経験を活かしてより良くできる
仕事ができる会社を考え、最終的にサント
リー株式会社に入れていただきました。そ
の後、結婚の時も後継ぎの話はなく、定年
まで勤めあげるつもりでした。
　ところが、ある日突然、父から、半年後
にノダに入るように言われました。もちろ
ん、ノダの社員やお客様のおかげで、学生
時代も自由奔放に暮らせたことを心から感
謝していましたし、求められれば手伝わな
ければいけないと思っていましたので、急

な話でしたが、入ることを決めました。
小川　心の準備こそできてはいなかったけ
れども、覚悟はギアチェンジできる状態に
あったということですね。入社されて、見
える景色の違いや共有すべき価値観等々を
ご自身で意識されましたか。
野田　前職とは成り立ち、販売するものも、
文化も全く違いましたので、最初の 2 年間
は 1 カ月単位で工場の各セクションの現場
で勉強させてもらいました。前職の 7 年間
は営業畑での経験でしたので、それまで全
く知見のなかった、ものを作る、運ぶ、資
材を買う、といったことを学ぶことができ
ました。さらに良かったことは、各現場の
社員と直に話をさせてもらって、ノダの文
化や社風、社員の共通点や大事にしている
ことを肌感覚で知ることができたことです。
これは大きな収穫になりました。
　その後、営業部門の副責任者になりまし
たが、その時が赤字の始まりでした。
小川　いよいよラインに加わって本格的に
動こうと思われた矢先でしたか。
野田　はい、入社して 2 年間頑張ったつ
もりでしたが、結果的に赤字。でも、その
段階では、私はまだ甘かったと思います。
2009 年（平成 21）に止めを刺され、よう
やく腹が据わり、経営に対する覚悟とはこ
ういうことだと実感できました。

プロダクトアウトからの脱却

小川　経営の一翼を担う立場で、まず取り
組まれたのはどのようなことでしたか。
野田　プロダクトアウトの考え方を変えて
いく必要があると痛切に思いました。
　前職で流通戦略の再構築に合わせた社内
の擬似カンパニーで経営責任を明確にする
プロジェクトに入れてもらっていましたの
で、そこでセグメントの分け方や、資本効
率のシミュレーションをすることなども経
験させてもらっていましたので、当時のノ
ダに欠けていた数字の分析などにも役立て
ることができました。
小川　製品ラインアップにも変化が現われ
たように思いますが、いかがですか。
野田　マーケットリサーチというほどでは
ありませんが、お客様のニーズを把握した
うえで商品開発しなければいけない、営業
のメンバーはその大切さをすでに知ってい
ました。その声が製造現場に届いて納得が
得られるように、私がパイプをつなぐ触媒
になって支援したというだけですが、それ
ができたのも、私が野田家の一員で製造部
門の幹部にも真正面から物が言える土壌が
あったからだと感じています。
　その結果、高齢化社会へ対応した商品開
発や、健康面にも配慮した植物系塗装仕上
げの無垢材シリーズのインテリア建材など、
多彩な製品ラインアップが実現しました。
小川　どんなに優れた奏者がいても、明確
な指示ができる指揮者がいないオーケスト
ラには妙なる調べは奏でられませんからね。

声に耳を傾け、現場を把握する

小川　社長として最も大事にしていること
は、何ですか。
野田　最終的な決断は私がするにしても、

一つひとつの現場をつぶさに把握すること
が大事だと考えています。そのためには、
社員だけでなく、お客様、全てのステーク
ホルダーの皆様の声に耳を傾ける必要があ
ると思っています。
　社長就任にあたって、時間的制限があり、
全社員とはできませんでしたが、管理職以
上の役員を含む 200 人弱と 1 人 30 分～ 1
時間くらいで話をさせてもらいました。
小川　実際にお話をされて、如何でしたか。
野田　入社当初に聞いた話とはまた違った
さまざまな話が出て、想定以上にシリアス
な状況が沢山あるのを知り、かなりへこみ
ました。でも、私の認識の甘さを気付かせ
てもらえて良かったと思います。そうした
みんなの声に応え、実践してこそのヒヤリ
ングですので、そこが今年一年の私の使命
と位置づけています。今年、そして来年は、
会社の課題をしっかりと整理し、足固めを
して次のステージに向かいたいと思います。
小川　ややもすると、会社の目標とする道
標と、働き手の日々の業務とは繋がってい
ないように思われがちです。実は、そこが
繋がっているという志の共有をしていくこ
とが大事だと常々感じています。ですから、
私が何を考え、感じているかといったこと
を日常的に個々の社員へ直に伝えたいと思
い、社内 SNS でも発信しています。
野田　それは良いツールですね。私が意図
したことと最初は微小なズレだったものが、
最終的に大きな隔たりになると、そこから
の軌道修正は力業になってしまいます。
小川　仕事上の改善点全てがコミュニケー
ションのほころびに回帰する、と言っても
過言ではないかもしれません。
野田　そうしたリスクを防ぐために、私も、
なるべく直接語りかけたいと、「方針説明会」
を社内全員に伝える形で行っています。ま
た、管理職のリーダーシップ研修プログラ
ムにもコミュニケーション力の向上をテー
マの一つに加えています。
　もう一つは、お客様が危機的状況の我々
を見捨てることなく支えてくださったおか
げで今がある、その恩に感謝の気持ちをも
ちながら、我々はお客様と一緒に変化し、
一緒に歩ませていただく企業であり、より
よい空間を創造することに貢献できるよう
な提案ができる企業を目指していきたいと
思います。その行き着く姿は、パソコンの
CPU の違いが性能を左右するという評価と
同様に「ノダを使っているから良い家だね、
良い建築物だね」と思っていただけるよう
になることです。その大前提として、ノダは、
B to B ビジネスによって、プロの人たちに
選ばれるプロフェッショナルな会社を理想
の姿としています。
　また私は、二宮尊徳の「道徳なき経済は
罪悪なり、経済なき道徳は寝言である」を
座右の銘としていまして、“ 理想 ” と “ 利益 ”
のバランスが取れる経営者になりたいと思
います。そして、社会に必要とされ、貢献
できる企業を目指して頑張ります。
小川　今後ともお互いに成功事例や失敗事
例を共有させていただきながら、共に高め
あえるお付合いをさせていただければと思
います。
　本日は貴重なお話を直接伺える良い機会
をいただき、ありがとうございました。

素材から最終製品まで、ノダはグループ一貫体制。安定した品質、安定した供給を実現しています。

【会社概要】
本　　社　東京都台東区浅草橋 5-13-6
創　　業　1902（明治 35）年
設　　立　1938（昭和 13）年
資 本 金　21 億 4,100 万円
売 上 高　連結 668 億円
　　　　　単体 467 億円
　　　　　（2017 年 11 月期）
従業員数　958 名

1902（明治 35）年　野田材木店として創業
1921（大正 10）年　野田製材所に商号変更し、製材工場を建設
1934（昭和   9 ）年　合板製造業に業容を全面転換
1938（昭和 13）年　株式会社野田製材所を設立
1942（昭和 17）年　野田合板株式会社に商号変更
1963（昭和 38）年　日本初の乾式法によるハードボード工場を建設
1984（昭和 59）年　清水事業所内に MDF 工場を建設
　　　　　　　　　　『ノダハウスキット』を開発
　　　　　　　　　　総合建材メーカーへ
1989（平成元 ）年　株式会社ノダに商号変更
1990（平成   2 ）年　インドネシアに合弁会社　スラインダー社を設立
1995（平成   7 ）年　東京証券取引所市場第二部に株式上場
2003（平成 15）年　石巻合板工業株式会社を子会社化
2015（平成 27）年　富士川事業所内に国産材合板工場を建設、稼働

代表取締役 社長

野田　励  様
のだ　つとむ

【プロフィール】
1975（昭和 50）年　東京都に生まれる
1998（平成 10）年　慶應義塾大学　環境情報学科卒
　　　　　　　　　　サントリー株式会社に入社
2005（平成 17）年　株式会社 ノダに入社
2007（平成 19）年　取締役建材事業部副事業部長に就任
2011（平成 23）年　常務取締役建材事業部長に就任
2013（平成 25）年　専務取締役に就任
2016（平成 28）年　代表取締役副社長に就任
2018（平成 30）年　代表取締役社長に就任

株式会社 ノダ
ッ

対
談

ト
プ



ハリス（HRIS）

新設住宅着工数は人口減少に伴い年々減少しつつある反面、
リフォーム事業は需要の拡大が見込まれています。しかしながら、職人の高齢化と人材不足が問題視されています。

ハウス・デポ・ジャパンは中小工務店様への支援を目的とした
めたるす現実を』成育員社の店盟加ポデ・スウハ『』成育の工能多『

ハウスデポ・リフォーム技能者育成スクールを開校いたしました。

ハウスデポ・リフォーム技能者育成スクール

Housedepot Reformginousha Ikusei School

〒136-0082　東京都江東区新木場1-7-22　新木場タワー5Ｆ
TEL：03-5534-3811　FAX：03-5534-3819　URL：http://www.housedepot.co.jp
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理想の空間に溶け込む、「スタイリッシュ」エアコン。
r isora

ダイキン工業株式会社　

住宅に遊び心とクリエイティビティをプラスする、室内アスレチックアイテム
Athletic Series（アスレチックシリーズ）

カツデンアーキテック株式会社　

【子供も大人も楽しめる】
住宅の中に「アスレチック器具を置く」
のではなく、「アスレチックを作ってし
まう」という発想は、ありそうでありま
せんでした。
屋外で遊びづらくなった昨今、家族の目
が届く場所で子供は遊びながら基礎体力
作り、大人は一緒になって運動不足解消
と、家族のコミュニケーションを密にす
る空間づくりの一助となります。

【遊び心あふれるデザイン】
Athetic Series に共通しているのは、ビ
ビッドカラーとシンプルデザイン。
DECO バブルズ / ツイストは、組み合わ

せてランダムに配置することで子供の好
奇心をくすぐり、運動する楽しさを演出
することができます。
うんていは、利用時に滑りにくいよう
に握る部分にローレット加工を施して
います。

【使わない時にもインテリアとなる】
使うときだけ出し入れするものではな
く、住宅に設置するものであるからこ
そ、デザインをとことんシンプルにしま
した。
インテリアデザインを損なわず、おしゃ
れに見せるのは当社のデザイン力と加工
技術があればこそです。

　　 カツデンアーキテック株式会社　　  　　　　　　　　　　  https://kdat.jp
　　 本社／〒 110-0015 東京都台東区東上野 2-14-1  マルコーセンタービル 8F
　　　　　 TEL：03-5812-2295



新商品や当日限りの特価品など役立つ商品や企画を取り揃えてご提案いたします。
ご来場の際は、ぜひお越しください。

コーナー MAP

■ストレートバス Z
浴槽の巾はそのままに、
洗い場の足元が広く使える斜めエプロン。
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ノンクローム 
コーススレッド

六価・三価クロムを含まないメッキを使用、
人体や自然環境に優しいコーススレッドです

六価クロム（Cr6+）だけでなく、三価クロム
（Cr3+）も入っていない、完全ノンクロム（ク
ロムフリー）を実現。さらに塩水噴霧試験で、
従来品の六価（約 30 時間）や三価（約 25 時
間）よりも長い、約 70 時間の自社耐久テスト
をクリアしました。

どうして今、ノンクロームなの？
欧州では、環境負荷物質として特定有害物質（六価クロム）
の使用制限が「RoHS 指令」などで規制されています。こ
の考え方は今後日本でも拡大する可能性があり、ジャパン
建材ではいち早くこれらを含まない製品を推奨しています。

ブルズ パック

Bulls 商品を大特価で販売する企画「ブルズ
パック」。スグに使えるお得な組合せ商品です。
ご利用シーンに合わせた「パックプラン」と
お好きなものをお選びいただける「セレクト
プラン」をご用意しています。

屋根外壁コーナー

屋根外壁コーナーでは、金属製のサイディン
グ・屋根を展示します。軽量で断熱性能があり、
形状・カラーバリエーションも豊富な金属製
外壁材を、ぜひご確認ください。

ＡＲ動画コーナー

ブルズカタログ Vol.12 より、カタログページ
をスマホなどで撮影すると、動画や施工要領
を確認できる「AR 対応」がスタートします。
そこで今回は、AR 動画コーナーを特別に設け
て、その機能をスタッフがご紹介します。

LED 照明を中心に価格にこだわった当日限定
の特価コーナーです。数量限定で特別価格に
てご提供します。只今、売れ筋商品から選定
中ですので当日までお待ちください。LED で
明るく光ったタワーが目印です。

落ち着いた色合いで人気の高い、
ブラックチェリーとブラックウォ 
ールナットの 2 樹種をラインナッ
プ。キャラクターがさらにナチュ
ラル感を深めます。

■インテリアウォール
なめらかで美しい仕上げ
が施された鏡面壁。また、
コーディネートされた壁
柄で浴室を囲むインテリ
アウォール。オリジナリ
ティー溢れる上質な空間
が、これまでの浴室では
得られない満足感をもた
らします。

ジャパン電材コーナー

照明コーナー

注目商品！

注目商品！ 注目商品！

注目商品！

注目商品！

理想の空間に溶け込む
「スタイリッシュ」エアコン

ジャパン建材がオススメする電材 3 商品（分
電盤・蓄電池・エアコン）を集めたコーナー。
昨年に発売した大好評の分電盤、もしものと
きに備えておきたい蓄電池、そして 2 月より
新発売となったrisoraをお披露目展示します。

他社にはない「スタイリッシュ」なエアコン。空間
に溶け込むインテリアスタイルで、標準パネル 4 色、
受注生産 3 色、他に特注オリジナル色が可能です。

菌やニオイのもと
を 99% 以 上 無 力
化。除菌や消臭に
これ一本。

ルームエアコン risora

Bulls 挽き板クラシックフローリング YUPINESS 集合住宅用
2019 年 3 月 15 日 発売開始 2019 年 3 月 1 日 発売開始

ピュアな天然木の 2㎜厚挽き板を使用したクラシックなフローリング 待望の集合住宅用が登場！分譲マンションのノベーションにおすすめ

ブラックチェリー　BL2H-BC

ストレートバス Z

ブラックウォールナット BL2H-BW

【寸法】 厚み 12× 巾 303× 長さ 1,818㎜

AR アプリ
RICOH CP Clicker除菌・消臭マイクロミスト

　❸      　　  コーナー



〒 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
　2018 年 12 月 は 78,364 戸（ 前 年
同月比 2.1％増）で先月の減少から再
びの増加となった。その内、木造住宅
は 46,815 戸（同比 3.0％増）で先月の
減少から再びの増加となった。季節調
整済年率換算値は 96.1 万戸で前月比
0.6％増、3カ月連続の増加となる。
　利用関係別では、持家が24,415戸（前
年同月比4.8％増）で3カ月連続の増加、
貸家は 30,788 戸（同比 7.9％減）で 4
カ月の連続の減少、分譲は22,756戸（同
比16.5％増）で5カ月連続の増加となっ
た。分譲の内訳はマンションが 9,546
戸（同比 28.6％増）で 5カ月連続の増
加、戸建ては 13,006 戸（同比 8.5％増）
と先月の減少から再びの増加となった。
貸家は減少したが、持家および分譲住
宅が増加したため、全体で前年同月比
2.1％の増加となった。

国内合板の供給量
　12月の国内合板生産量は 26.5 万㎥
（前月比 97.1％、前年同月比 97.6％）
と発表された。その内、針葉樹合板
の生産量は 25.3 万㎥（同比 97.0％、
97.5％）となり、出荷量は25.8万㎥（同
比 91.2％、100.4％）で在荷量は 15.6
万㎥と3カ月連続で減少し、出荷量も3
カ月連続で前年を上回る数字となった。

輸入合板の供給量
　12 月度入荷量は 22.8 万㎥（前月比

84.0％、前年同月比 98.1％）となった。
　国別入荷量はマレーシアが 7.1 万㎥、
インドネシアが 8.2 万㎥、中国が 5.5
万㎥となっており、累計では前年累計
比 100.7％でほとんど変わらない状況
である。

今後の見通し
　国産針葉樹合板は 1月に引き続いて
2月度も納期遅れが発生する状況となっ
た。月末にかけて幾分和らいだ感もあ
るが、解消まではもう少し時間が掛る
見込みだ。また、今までかなりの量が
流れていたプレカット業者向けも期末
に向けて落ち着くと見込まれているが、
今年前半は昨年以上の着工数が各機関
で予想されており、間違いなく針葉樹
合板も不足する場面が訪れると思われ
る。流通サイドでは通常より多めの在
庫を持つなどの対応策を早め早めに講
じていくことが必要と考える。
　輸入合板の産地状況は、地域によって
若干違いはあるが、原木供給は順調で、
遅れていた契約残も消化された。マレー
シアでは最低賃金引上げと伐採税上昇よ
り価格は強気が継続されている。
　現在の国内市況は一服感があるもの
の今後の入港量を考慮すると、荷動き
が出てくると状況は更に変化すると思
われるので状況を常に把握することが
必要と考える。
　国内・輸入共に晴れの状況が続くと
思われる。

非住宅木造建築の構造設計・施工がよくわかる
『木質構造設計・技術マニュアル Vol.2』を無料配信中！

専用ホームページ　https：//www.jk-teg.com/manual/

　ジャパン建材・秋田グルーラム・キーテック・物林・宮盛・銘林で構成される『JK
木造建築グループ』は、木材利用促進法が 2010 年に施行される以前より、中大
規模木造建築物の構造設計、躯体のプレカット及びその建方工事に数多くかかわっ
てきました。そして、木材利用促進法施行と同時に、建設業界全体に非住宅木造
建築を幅広く知ってもらうために『木質構造設計・技術マニュアル（初版）』を制作・
発行し、お取引様などに配布しました。その後、いくつかの法改正なども施行さ
れたため、新たに『木質構造設計・技術マニュアル Vol.2』を 2018 年 3 月に発
行しました。
　近年は、非住宅木造建築の純増だけでなく、鋼材の価格高騰により鉄骨からの
計画変更も旺盛なため、非住宅木造建築の計画件数も着実に増加しています。こ
のような背景を踏まえ、より多くの関係
者様に読んでもらうことによって業界全
体の木質構造設計・技術に関する知識の
底上げや、非住宅木造建築の計画増加に
つながること、さらには CO2 削減の一
助にもなると判断し、『木質構造設計・
技術マニュアル Vol.2』の無料 WEB 配
信を始めました。ぜひご活用ください！

【お詫び・訂正】
本誌既刊号の掲載記事中に誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

■ 2018 年 12 月号　No.429
　4 ページ　快適住実の家「快適あんしんリフォーム」　紹介文中
　　　　　　誤：株式会社 TOTO 様　　正：TOTO 株式会社様

■ 2019 年 2 月号　No.431 
　1 ページ　「次世代住宅ポイント制度」　今後の予定　図中　
　　　　　　誤：2019年6月頃 ポイント交換申請　　正：2019年10月頃 ポイント交換申請
　3 ページ　市川英美  様  お名前ふりがな　誤：やいちかわ  ひでみ　　正：いちかわ  ひでみ
　　　　　　市川信也  様  プロフィール　　誤：平成 5 年（1965）　　  正：平成 5 年（1993）
　8 ページ　ブルズ木材会メンバーご紹介1
　　　　　　誤：ブルズ木材会会長として活躍いただいている平川辰夫様　　正：平川辰男様

【概　要】
・マニュアル名称： 『木質構造設計・技術マニュアル Vol.2』
・配 信 ペ ー ジ 数 ：110 ペ ー ジ （表紙等含む）
・制　　　　　作 ：『JK 木造建築グループ』


