
3月に入り、ちょっとずつ春めいた日も増えてきました。風邪を引きやすい季節でもあります。
みなさま、体にお気をつけて今月もよろしくお願いします！

お施主様を誘導して頂きやすいよう、各住設メーカーさんの新商品や
ショールームの情報をお届け致します！
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［赤沼 由美子］

〒470-0371 愛知県豊田市御船町待井64-1
TEL.0565-45-8013 / FAX.0565-45-3588

【豊田支店】 お気軽に
お問い合せ
ください！

［山崎 英樹］

〒444-0301 愛知県西尾市田貫町下野川73
TEL.0563-55-2281 / FAX.0563-58-0135

【西三河支店】

［村松 真由美］

E ve nt  Cal e ndar ! !

Pick Up Showroom!!
岡崎製材ならではの木の情報から最新機器や
業界の流れまで、建築業者様が「もっと笑顔に
なる」ための情報をお届けします。

地域の建築業界を、もっと笑顔にするコミュニケーションペーパー

イチョウ 【イチョウ科　落葉樹】vol.17

木 の 豆知識

幹周り6.8ｍ 樹高20m、

▲

推定樹齢300年、岡崎市旭町にある　
「時瀬の大イチョウ」は愛知県最大。　

震災以後注目されているガス。やっぱりオール
電化は心配。というかたはもちろん、太陽光と
のダブル発電やパワーのあるガスの床暖房
など電気に負けないガスの魅力を存分に見
たい方必見！エネルギー関係のショールーム
は、意外と活用したことのない方が多いです
が、建物も綺麗で展示内容も充実！ぜひご活
用ください。

ガスコンロとIH調理器を使い、同じメニューを実際
に調理して使い勝手やおいしさを比較します。「ガ
スでもこんなに便利なのがあるのね！」とか、「やっぱ
り、ガスの方が使い慣れてていいわ！」という声がたく
さん聞かれます。実際に使ってみたい！というお施主
様にぜひ。

ガスコンロとIH調理機器の比較も
出来る「チューボー DE GAS」。

調理機器の比較だけでなく、床暖房やミストサウ
ナの体験も出来ます。カタログだけでは伝わらな
い魅力はぜひ体感してもらってください。最新の
エネファームなどの機器の展示もあります。

［リベナス岡崎（東邦ガス）］

vol.12
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家を建てるとき
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される

「ガスがいい
の？電気がい

いの？」。

どちらを選ぶか
で

その後の暮ら
しも変わってき

ますので

しっかり検討を
おすすめします

！

…イベント実施日
…休業日

いつでも
お客様の
味方です！

▲やや黄色みがかった木目

▲秋には、あたり一面が黄色い
　じゅうたんを引かれたようになります。　

中国原産の木材で、日本には鎌倉から平安時代
頃持ち込まれたといわれています。今では、紅葉
時の美しさから街路樹としては全国で最も多く植
えられている木だそうです。その美しさもさることな
がら、実である銀杏も、好物な人が多いはず。材と
しては加工性もよく歪みにくい。さらに油分を含み
水はけがよいので高級なまな板材として有名で
す。囲碁や将棋の盤としても使われています。

一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。
岡崎製材 検 索

超かんたん経営塾
各社のセールスポイントを考えよう！ローン相談について
勉強しよう！

3/8（木）

■ 場所 ：岡崎製材本社（岡崎市戸崎元町4-1）
　ＴＥＬ ：0564-51-0861

【13日】みかわ百年第1～3期
【14日】みかわ百年第4期

3/13（火）・14（水）
3月 Mar c h

4月 Apr il

無垢の木や自然素材を使った家作りも人気です。
また、趣味を楽しめる間取りを要望される方も多
い。しかし、お施主様に言われるままのプランでは
実際は住み心地や使い勝手は「？」となる事が多
いもの。その要望に応えながら、プラスアルファの
提案をお施主様は期待しています。きちんと納得
のいく説明とプランで「さすが、プロ！」と言われる
ことが、信用＝受注に繋がる！

スマートハウスの人気や震災後の不安から、今後はますますハウスメーカーが続伸していくと言われています。ですが、それでもやっぱ
り、「地域の工務店」で建てたい！というお施主様はたくさんいらっしゃいます。では彼らは「地域の工務店」に何を期待しているの
でしょうか。それはきっと、地域に密着している安心感や、メーカーよりもさまざまな融通が利く。ということでしょう。それらの期待に
応えられる工務店が今、求められています。今回は、そのために行う岡崎製材のサポートをご紹介します。

地域工務店に求められていることって？

私たちのサポート その1

素材も、間取りも
プロならではの提案を！

私たちのサポート その2

《超かんたん経営塾》 《リフォーム塾》

1

震災以後、設備や窓周りでも数多くの新商品が
でてきています。さらに、インターネットの普及など
によりお施主様もたくさんの情報を得られ勉強さ
れています。だからこそ、それ以上に工務店も勉
強しなくては信用を失いかねません。また、そう
いった商品の勉強以外でも、紹介受注に頼るの
ではなく、DMやHPの使い方など経営者として
必要な集客や営業の知識も必要になってきて
います。

勉強なくして提案なし！
2

〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字下野川62
TEL.0564-54-5211 / FAX.0564-54-3878

【総合センター】 なんでも
ご相談
ください！

［川澄 清徳］

［リベナス岡崎］
岡崎市久後崎町字本郷53 東邦ガス岡崎営業所1階
水曜定休(祝日の場合は営業)／10：00～18：00　
TEL:0564-21-2266

▲最新のさまざまなメーカーのガスコンロの展示
　も見られます。

▲経営を学ぶ「かんたん経営塾」。会社経営や
　集客、営業手法について学ぶ岡崎製材主催
　の勉強会。二期の募集も予定していますので、
　興味のある方はご一報ください。
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みかわ百年第４期
■ 場所 ：岡崎製材本社
  （岡崎市戸崎元町4-1）
　ＴＥＬ ：0564-51-0861

4/11（水）

超かんたん経営塾
課外授業
《他の工務店様を見学に行こう！》

4/3（火）

春のウルトラ市
今回も、前回同様お施主様に喜んで
いただける企画もたっぷりご用意して
います！年３回のウルトラ市の中でも、
最も気候の良い春♪ぜひ、遊びにいら
してください。
■ 場所 ：岡崎製材　総合センター
  （岡崎市岡町字下野川62）
　ＴＥＬ ：0564-54-5211

4/14（土）・15（日）

論より証拠。
体感してもらうのが一番！

論より証拠。
体感してもらうのが一番！

論より証拠。
体感してもらうのが一番！
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7 ▲「リフォーム本気塾」では、顧客名簿の作成など
　新築後のお客様のフォローの仕方やリフォーム
　へのつなげ方を学びます。

パースがあると、イメージが沸き、▲
「こんなはずじゃなかった。」も防げます。

▲
平面図だけでなく

パースでのご提案
。

岡崎製材でも
お手伝い
しています。
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○○で
儲ける！

業界
情報！

日々変わっていく業界や行政の動きをコラム形式でお伝えします

2/7（火）「優良住宅ねっと愛知」の発足説明会を
開催。想像以上にたくさんの方のご来場、ご加盟
いただきました。おかげさまで激変する業界や行政
の動きに対応していくために必須の「優良住宅
ねっと愛知」を無事発足させることができました。ご
加盟頂いたみなさまありがとうございます。「加盟し
てよかった！」と言っていただけるよう様々な情報や
サービスをお届けしてまいりますので今後ともよろし
くお願い致します。

無垢一枚板物語

昨年出産を経験し育児真っ最中
の私。大人２人の生活にベビーが
加わり今までとは違ったことに不便
を感じるように。また、年をとり不便
になったトイレをリフォームした祖父
は「本当に便利になってありがた
い。」としみじみ。暮らしていれば必
ずある家族の変化や体の変化。そ
れにきちんと「家」を合わせていくこ
とで、人生はぐっと豊かになるんだ
なあ。と、実感する今日この頃。その
ためにも、まずは貯金っと…。

和室の座卓にオススメのサイズと形。
ちょっとお茶を楽しんだり読書をしたり…
使い方自由自在。厚みもしっかりあります。

独特の色味が何ともいえない魅力
です。ソファーとあわせたローテー
ブルにオススメです。

お部屋にこれがあったら注目されるこ
と間違いなし！ローテーブルに使って
はいかがでしょう。会話も弾みます。

木目も形もとっても綺麗な一枚。食
事をする座卓にも使えるサイズで
す。洋にも和にもよく合います。

ちょっと狭いですが、ダイニングテーブル
にもお使いいただけるサイズ。若い方に
も受け入れられるシンプルな一枚です。

この肌触りと存在感でこの価格は
お買い得！ずっと触っていたくなる
座卓なんていかがでしょう。

［杉］ ¥30,000
1400×680×68

1 ［ホウ］ ¥26,000
1700×520×52

2 ［ポプラ］ ¥30,000
1700×450×56

3

［タモ］ ¥110,000
2000×660×66

4 ［シナクルミ］ ¥98,000
2260×670～770×45

5 ［トチ］ ¥10,000
1000ｘ380ｘ62

6

こんにちは。くまちゃんです。
まだまだ寒いですが、少しずつ日も長
くなってきましたね。倉庫も寒いです
が、熱い材料はいっぱいありますよ！
ぜひ、見に来て下さい。

倉庫には無垢材が

こんなにたくさん！

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

現場に一枚入れるだけで、お施主
様の満足度がぐっと上がると評判
の無垢材！興味を持ってくださった
方は、是非担当営業にご一報を！

1
3

4

5

6

目を惹くこと
まちがいなし！

無垢らしさ満点！

渋い色が
魅力です！

シンプル is ベスト！

ダイニング
テーブルにも◎！

どっしりとした
存在感！2

大きな倉庫にたっぷり詰まった一枚板の中から今月のお勧め品をセレクト！！
ちょっと寒い倉庫からばっちり良いものを探してきました！今月は、若い方に人気のある樹種をセレクトしました。

「優良住宅ねっと愛知」発足説明会に
ご来場いただきありがとうございました。

家族に住宅を合わせていく

施工写真で儲ける！

注文住宅って実物は出来るまで見られない。それなの
に何千万円も支払わなくてはいけない住宅の購入は
とっても不安なもの。その不安をやわらげるのに一役買
うのが施工写真。この写真が素敵だと生活のイメージ
が沸きます。逆に、どんなに素敵な現場でも、それが伝
わらなければ意味がない。だからこそ、プロに頼んでで
も、伝わる写真を撮影することをお勧めします。ご希望
の方は、お気軽にご相談下さい。

名古屋ショールームMAP完成！

▲ヘルベントで納品したテーブルとそのご家族の雰囲気をプロカメラマン
　に撮影してもらいました。

家族の一員。この表情がたまりません。

▲

家ではペットだけが…。ってワケでは　
ないのでご安心を。（たぶん…。）　

▲高齢者用に、トイレは自動開閉。
　照明には人感センサーを。

名古屋
版は

広げる
とA3サ

イズに
。

大きく
なって

情報も
いっぱ

いです
。

社員紹介 vol.4
取締役部長

永谷 政喜

仕事をしていて楽しいのはどんな時ですか？Q1

自分が考えた戦略、戦術通りに成果出て、さら
にその成果が３方よし（お客様、当社、仕入先）
の場合かな。

A

「厳しくもやさしい
頼れる上司！」
本社にこの人の怒声が響かない日は
ない！？そんな厳しい上司ですが、実
はユーモアと愛情あふれる一面も。
仕事に対する熱い想いは社内一！！

社員紹介 vol.5
執行役員（営業統括）

天野 数久

仕事をしていて楽しいのはどんなとき？Q1

いろいろ楽しいと思う時はあるけど、休前日は
よっぽど楽しいですね。あとはいいアイデアがひ
らめく時。お客様の喜ぶ顔が勝手に浮かんでき
ます。

A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

今考えている構想を実現し、三河エリアで木の家をつくる工務店さ
んとコミュニティサイトをつくり、地域へ情報発信をしている…。

A

読者の工務店様にひとこと！Q3

良い家を創り、地域の方たちの暮らしをこれからも豊かにしていって
下さい！そのお手伝いは精一杯させていただきます！

A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

10年後は、本社に机をおいてもらえるような（全社員から信頼され
る）人間になっていたいと思います。

A

読者の工務店様にひとこと！Q3

企業が成長していくには環境変化に
適応していかなくてはいけないないのは
当然ですが、今後はそれだけでなく未
来の環境変化を予測して、事前に対
応していく「環境創造」が必要だと感
じています。そのためには、われわれだ
けでなく工務店様も一緒に各種研修
会などで情報を収集し、未来の変化へ
の対応策を考えて頂かなくてはなりま
せん。ぜひ一緒に頑張りましょう。

A

春に刊行した岡崎版、昨年末に完成した豊橋版に引き続き、名古屋バー
ジョンが完成！名古屋版は住設にとどまらず、建材のショールームや、
ショールーム巡りの時のポイントも掲載。お施主様に喜ばれること間違い
なしです！
最近では、いろいろ勉強して「家づくり」を楽しみたい！というお施主様も
増えています。お施主様と一緒に名古屋まで足を伸ばして「家づくり」を
楽しんでみませんか。OB客さまのリフォーム需要の掘り起こしにＤＭの同
封物としてお使いいただく方も増えています。
ご希望の方は担当営業へご連絡ください。岡崎版や豊橋版も引き続き
配布しております。ぜひご活用ください。

「各支店はもちろん
木建堂やビルダー営業まで
幅広い守備範囲！」
販売戦略やその進捗チェックはお
任せ！細かいところまで見逃さない
その鋭さは社内ピカイチです。

▲普段は西三河支店にいます。　
　気軽に声をかけてくださいね。　

▲プライベートでは２児の父です。部下も子供も
　教育って難しいと感じる今日この頃です。

仕事の相棒！
これでなんとか
毎日を乗り

切っています。

仕事の相棒！
これでなんとか
毎日を乗り

切っています。


