
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

メープル 【カエデ科 落葉広葉樹】vol.20

木 の 豆知識

▲つややかな

　木目が特徴

▲赤みも入った独特のオリジナルフローリング

　もおすすめです。

メープルといっても世界各国で様々な種類があり

ます。日本では楓がそれにあたり中でもイタヤカエ

デが材料としてはよく出てきます。厳密には産地

や種によって異なりますが、どれも硬く木肌が細か

く美しいつやがあるのが特徴で、そのつややかさか

ら女性に人気のある樹種です。使い込み、磨くほ

どに、その艶は奥行きが増し、深みが出てきます。

フローリングも女性に人気。かわいらしい奥様好

みの空間にお勧めです！

「珪藻土は調湿性能がある。」と言われています。しかし、内装材として製品化された珪藻土

は、施工性を上げるために混ぜられた化学物質が非常に多く、実はあまり調湿作用がないと

いう製品もあります。そこで、今回ご紹介するのは「ＭＰパウダー」この商品は、細孔の細か

いメソポワ珪藻土に白土、セルロースファイバー(植物性繊維)、食品のりといった自然由

来のものをまぜた珪藻土です。このメソポワ珪藻土は一般的な珪藻土よりも穴が細かく、部

屋の湿度を40～70％に保つのにもっとも適しているといわれています。また、施工性もＤＩ

Ｙで使っていただけるほど高く、施工手間も通常の塗り壁よりかかりません。せっかくこだわる

なら、ここまでこだわった珪藻土をご提案ください！

「こだわりの住宅」「自然素材の家」そんなキーワードで家造りをされている看板をよく

見かけます。つまり、ただ珪藻土を使うだけ、無垢材が多いだけではもう他社との差

別化は難しくなってきています。だからこそ、他社以上にマニアックに「こだわる」こ

とが必要になってきています。そこで、今回はとことん「自然素材」にこだわった２アイ

テムをご紹介いたします。

せっかくなら、とことんこだわる！

素材の力を生かした高性能の珪藻土！1

最近ではさまざまな自然派塗料が出てきています。

ですが、この「パーシモンワークス」は本物の自然塗

料。柿渋エキスを主原料とし、石油化合物を一切含

有せず、再生可能な原料以外使用しないという徹底

ぶり。もちろん、無垢材の持つ質感や調湿性能を損

なず、経年変化も殆んどせず美しい色を保ちます。カ

ラーバリエーションも豊富なので、お施主様のご要望

にも幅広くお応えできます。小さなお子様がいる方

や、アレルギーなどで敏感な方に是非ご提案ください。

自然派塗料でなく自然塗料です！2
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▲テーブル材としてもとってもきれいで人気があります。

▲体感温度は湿度によって大きく変わります。調湿性能が高い

　珪藻土を使うことで吹き抜けでも暖かい！

▲カラーバリエーションも豊富。

消臭 も果効
まりあ す！
屋部の畳6( に

01 ばれす布塗㎡
。すまりあが果効 )

同じベージュや
白でも、

塗り壁ならではの
あたたかみが
あります。



○○で
儲ける！

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

4/15（土）･16（日）春のウルトラ市を開催しまし

た。ご来場頂いたみなさま、誠にありがとうございま

した。今回は両日合わせ439組のお客様にご来場

いただきました。初日はあいにくの雨でしたが、たく

さんのお施主様にもご来場いただくことができ楽し

い2日間となりました。次回、夏のウルトラ市もご期

待ください！

「化粧ってどこの部屋でします？」先日、ある工務店さんに聞かれました。「子供

が出来てからはリビング。もしくは洗面室。」と応えると、「それ、最近知ったんで

すよ。寝室かと思ってました。やっぱり、生活する人の話を聞かなきゃいけないで

すね。」と。そういう積み重ねが、お施主様にとってはかゆいところに手が届く提

案になっていくような気がします。まずは、奥様の意見に耳を傾けることからはじ

めるのがお勧め！

春のウルトラ市にご来場いただき
ありがとうございました。

使う人の声

個性で儲ける！

「自社の特徴なんてないよ。」そんな風に思っている工

務店様も多いようです。でも、少人数の工務店さんであ

ればあるほど経営者の人柄や考え、想いが他社には真

似できない個性＝特徴になるのです。だからこそ、家造

りや仕事に対する思いをどんどんお施主様に伝え、自

社のＰＲポイントとしてみてください。そうすることで、それ

に共感してくれるお施主様がたくさん集まってくれるよう

になるのです。

復興支援・住宅エコポイントの
予約が始まっています。
6月1日以降に着工する物件には全て予約が必要です。申請前に予約

が無いと申請を受け付ける事ができませんので対象の物件は必ず事前

予約をお願いします。また、予算は、予約でいっぱいになった時点で締め

切りとなります。契約した物件は早めのご予約がお勧めです。詳しくは、住

宅エコポイント事務局ＨＰ（http://fukko-jutaku.eco-points.jp）をご確

認ください。

お問い合わせ先：岡崎製材担当営業または住宅エコポイント事務局(TEL 0570-200-121)へ

予約申込者

予約申込に

必要な書類

予約申込

受付開始日

予約申込方法

エコ住宅の新築 エコリフォーム

工事発注者、住宅購入者、販売事業者

平成24年5月1日

郵送のみ
※申請窓口では予約申込できません。

　（ポイント発行申請は、申請窓口への持参または郵送で申請することができます。）

郵送先／〒350-1191　 川越西支店 私書箱70号

　　　　　　　　　　  復興支援・住宅エコポイント予約申込受付係

工事発注者

◆予約申込の概要 予約制度の詳細は、復興支援・住宅エコポイントのホームページをご確認ください。

▲いつもの競りはもちろん大盛況！ ▲断熱材の吹付け実演は
　お施主様も釘づけ！

▲大工さんと対決する丸太切りは
　男の子に大人気！

▲新ヒーローじゃんけんマン登場！

想いを伝えるには、
たとえ長くなってもきちんとした文章で何度もお伝えすることが大切です。もちろん、顔写真も
お忘れなく。

▲各ハウスメーカーも「主婦目線」の商品を出してきています。
　チラシやホームページにも、工夫した点をこの様に書き込むと伝わりやすくなります。

①予約申込書 新築用

②エコポイント対象住宅証明書等のコピー
（いずれか１点）

・エコポイント対象住宅証明書のコピー

・設計住宅性能評価書のコピー

・長期優良住宅建築等計画認定通知書

  のコピー 等

※ポイント発行申請時にも、原則として

　同じ書類の提出が必要です。

①予約申請書 リフォーム用

②下記のうち、いずれか1点
A. 契約書のコピー

B. 工事計画書

（後日、本制度ホームページに掲載予定）

※リフォーム対象製品の性能証明書

　等が発行されていても、予約がな

　い場合はポイント発行申請できま

　せんのでご注意ください。

業界 
情報！



無垢一枚板物語

巾が750㎜とれ、ダイニングテーブ

ルにピッタリのサイズです無垢一

枚板らしい形もお施主様うけ◎！

［イチョウ］ ¥65,000
1600×750×62

1

やや杢の入った一枚。和室の

畳と栃の相性は抜群！自信を

もってお勧めします。

［トチ］ ¥25,000
1400×470×62

2

赤身も白太も楽しめる一枚。

カバザクラの床材とあわせて

使うとお施主様も大喜び！？

［カバ］ ¥40,000
1400×500×54

3

ウンチク好きなお施主様宅の

カウンターなどに是非提案して

みてください。

［セン 玉杢］ ¥48,000
1600×340×51

4

モダンな空間に入れたらめちゃ

くちゃかっこいい一枚！ハイセン

スなお施主様にご提案を！

［ゼブラウッド］ ¥35,000
1040×540×29

5

杉でこの巾が取れるのはなかなか希少！

針葉樹をふんだんに使った温かみのある

建物の仕上げとして是非お使いください。

［杉］ ¥130,000
2000×930×65

6

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

1

2 3

4

5

6
ダイニング
テーブルに
ピッタリ！ 和室によく

似合う一枚！

希少な玉杢の
入ったセン。

杉でこの巾は
希少！

赤身と白太が
美しい！

若いお客様に
おすすめ！

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！！

今月は、大きさも樹種も多種多様なものをご紹介させていただきます。

社員紹介 vol.10
豊田支店配属

鈴木 章浩

10年後はどんな社会人になっている予定？Q1

誰からも親しまれ、誰からも頼られるドラえもんの

ような社会人になっていたいです！

A

目指せ！
お客様100人！

かわいい笑顔が魅力の新人。若さと

元気でさまざまなことを吸収していき

ます！ご指導よろしくお願いします。

【安城市出身 滋賀県立大学卒業】

社員紹介 vol.11
西三河支店配属

立石 愛美

10年後はどんな社会人になっている予定？Q1

木や商品の知識を数多く身に付け、100人以

上のお客様から信頼される営業になっていたい

です。

A

読者の工務店さまにひとことQ2

まだまだ、経験も知識もありませんが、若さと元気を力に頑張ります。どん

どんいろんなことを吸収していきたいと思いますので、時には厳しくご指

導のほどよろしくお願いします。

A

読者の工務店さまにひとことQ2

研修で、色々なことは学んだもののまだまだ初めてのことだらけで困惑

することもありますが、全力で頑張ります。今は元気しか取り柄はありま

せんが経験を積みながら一生懸命勉強していきますのでよろしくお願

いします。

A

元気だけはだれにも
負けません！
体育学部出身の元気な大型新人。

元気と体力だけは誰にも負けません。

ガンガン鍛えてやってください。

【静岡県浜松市出身 中京大学卒業】

こんにちは。今回は、新婚で浮かれているくま

ちゃんに代わり坂本です。

６月は音羽商談会を開催

します！今回もたくさんの大

物を特価にてご販売！お施

主様連れももちろん歓迎

です！ぜひご来場ください。

音羽商談会開催！
６/７（木）･８（金）［開催時間9：00～16：00］

■場所：音羽銘木センター（豊川市長沢町字音羽43）

・国道1号線、長沢交差点（音羽蒲郡IC交差点のひとつ西）の

 信号を北へ10km（名電長沢駅の手前）です。

東名高速道路

国道一号線

→川豊 至崎岡 至←

音羽蒲郡I.C

蒲郡オレンジロード

名電長沢音羽銘木
センター

▲学生時代はふざけてばかりの毎日でした。 ▲お酒も大好きです。
▲大学の仲間との思い出。
　卒業制作の記念写真です。 ▲卒業旅行で行ったピサの斜塔。



６月に入り、夏を感じる日も増えてきましたね。これからの暑さを思うとちょっと心配ですが、
強い日差しに負けず今月もがんばります！よろしくお願いします。

他の工務店さまってどうやってお客様を集めたりイベントしてるの？
そんなご質問にお応えし、工務店様の活動をご紹介させていただきます。

2012.6月発行岡崎製材株式会社 本社 愛知県岡崎市戸崎元町4-1【発 行】 NATURE DESIGN

〒444-0842 愛知県岡崎市戸崎元町4-1
TEL.0564-51-0861 / FAX.0564-52-8803

【本社】 お電話

お待ちして

います！

［松本 桂子］

〒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！

［古市 武治］

〒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】

［吉見 みか子］

Event Calendar!!

工務店様 活動紹介

７年前に会社をご自身で立ち上げられたＨａｎａホームの鈴木社長。今回は自宅兼事務所のオープン

ハウスの折り込みチラシや当日の運営を全面的に岡崎製材でサポートさせていただきました。

企画内容： 今回は自宅兼事務所の完成ということで、とにかく自分が会社を興したことを

知ってもらうということに注力。また、自宅を建てる経験を通して感じた「やっぱ

り、使う人＝奥さんが喜ぶような家づくりがいいな。」ということを、会社のコン

セプトとして決め、それをチラシから当日まで一貫してＰＲすることにしました。

集客方法： 西尾市内新聞折込15000部　下請業者さん10社、ＯＢ客様17件、

 親戚10件、町内20件、社長・奥様の同級生300件、友人50件へお便り　

 当日は、いたるところに奥様がこだわったところをＰＯＰを配置して説明

来場者数： 2日間で折込チラシ40組　お便りでの来場76組　ご近所14組　　　　

合計140組のご来場

感　　想： 今回の見学会のために打ち合わせを重ねていく中で、自社のコンセプトが

決まりました。これからはそれをどんどんＰＲしていきたいです。

㈱Hanaホームさま
［西尾市］

vol.2

…イベント実施日
…休業日

いつでも

お客様の

味方です！

一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。
岡崎製材 検 索

7月 July

〒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！

［早川 智弘］

タカラＳＲフェア

６/30（土）・７/１（日）

■ 場所 ：タカラスタンダード岡崎ショールーム

  （岡崎市上地６-１６-１）

　ＴＥＬ ：0564-55-3360

パナソニック新商品発表会

７/４（水）～６（金）

■ 場所 ：パナソニック名古屋ＳＲ

  （名古屋市中村区名駅南2-7-55）

　ＴＥＬ ：052-583-8281

夏のウルトラ市

７/21（土）・22（日）

■ 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

6月 June

超かんたん経営塾

６/13（水）

■ 場所 ：岡崎製材本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

リフォーム本気塾

６/21（木）

■ 場所 ：岡崎製材本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

みかわ百年４期

６/６（水）

■ 場所 ：岡崎製材本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

6月
日 月 火 水 木 金 土
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2

私自身もはじめての
ことばかりで

勉強になりました。
これからも、

一緒にいろいろ勉強
しながら成長して
いきたいです。

▲予想以上の

　大盛況で、当日は

　対応に必死でした。

▼

▲来場者が多く説明員が不足しても

　　ＰＯＰでこだわりをお伝えできました。
担当：竹内

「思った以上にたくさん来場いただけてうれしいです！でも、ここからが肝心！」
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今年ももちろんやります！

夏のウルトラ市！暑さに負けない熱い

展示にご期待ください！


