
桜の見ごろは過ぎてしまいましたが、岡崎製材の
倉庫には花のように美しいヤマザクラ材がありま
す！ 材料として使われるヤマザクラは、ソメイヨシノ
とは少し種類は違いますが、春には小ぶりで上品
な花を咲かせます。奈良の吉野が名所。木目は
花の色を思わせるピンクがかった色目をしており、
上品な木目と相まって人気があります。飾り棚な
どに使って頂くと、うんちくも語れてお施主様にも
大変喜んで頂けます！

新緑の美しい5月。今年はなかなか春が来ませんでしたが、いよいよ暖かくなってきました。
新緑の勢いに負けず今月も頑張ります。よろしくお願い致します。

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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〒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】 笑顔で
お待ちして
います！

［中根 明日香］

〒443-0036 愛知県蒲郡市浜町19
TEL.0533-69-5115 / FAX.0533-69-5117

【蒲郡支店】 いつでも
お客様の
味方です！
［阿部 勇人］

〒470-0373 愛知県豊田市四郷町天道45-10
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！

［倉岡 めぐみ］

〒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】 なんでも
ご相談
ください！
［迫間 薫］

Ev en t  C alen dar ! !

Pick Up Showroom!!

M a y5月

Jun e6月

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

ヤマザクラ 【バラ科 サクラ属】vol.7

木 の 豆知識
ソメイヨシノに ▼

比べ色も白く
可憐な印象

国産の杉を使ったデッキ材。国産材という安心感以上に人
気があります。お施主様にも大変好評！新築時にはもちろん、
今のデッキはメンテナンスが面倒。と、リフォームを考えている
お施主様には、是非一度ご提案ください。詳細は各営業にお
問合せを。

施工もラクラク！
メンテナンスもいりません！

1

2

今世間では家庭菜園がちょっとしたブーム。お庭の一角やプ
ランターでの菜園に憧れる方も増えています。そこにピッタリ
なのが「レインセラー」と「生ゴミイーター」レインセラーは、雨
どいに取り付けて雨水を集めておくことができる、今話題のエ
コ商材！生ゴミイーターは家庭で出る生ゴミを肥料に変えてく
れる優れモノです。キッチンでの生ゴミの臭いとゴミの量を軽
減し、お庭の野菜をすくすく育ててくれる一石三鳥の商品！家
庭菜園を楽しみたいご家庭にはお勧めです。自治体によって
は補助金も出ますので、是非ご提案ください。

庭を楽しむ暮らし

吉野の下千年
地域のヤマザクラ

▲

▲上品な木目と色合い

すっかり暖かくなり一年のうちでも過ごしやすい季節になりまし
たね。寒くて部屋の中で凍えていたのがちょっとずつ外にも目
がいくようになりました。お施主様の中にもウッドデッキやお
庭づくりに関心を持たれる方も増えてきています。リフォーム
や増設の話も出てくる季節。最近のお施主様は、メンテナン
スや環境への配慮、人体への影響を気にされる方が増えて
います。それらのポイントを押さえて、一歩先行くご提案を！

お庭やデッキの商材でも
ライバルに差をつけよう！

各メーカーの統合が続く中、専業メーカーとし
て頑張るタカラスタンダード。特徴はもちろん
ホーロー素材を多用していること。頑丈で、汚
れが本当に付きにくくお手入れがラクラク！
また、退色しにくいので白いキッチンがちょっと
黄ばんでしまう。なんてこともありません！ショー
ルームレディ曰く「白いキッチンならタカラ！」

いまや家族とのコミュニケーションの中心であるキッチン。
そこで対面キッチンの腰壁にホーローパネルを貼り、子ど
もがお絵かきをしたりマグネットを貼って楽しめるような提
案も。これもホーローならでは。小さなお子様がいる家庭
なら注目されること間違いなしです！

❶ ホーローパネルが大活躍！

❷ パネルやオプションがより充実！
忘れてはいけないタカラのお風呂！リフォー
ムに大人気のピッタリサイズはもちろん、構
造がしっかりしているので業者さまにも非常
に人気があります！今回はオプションも充実
し、より選ぶ楽しみが増えました。ショールー
ムで是非ご覧になってください。

［タカラスタンダード］

vol.2

雨樋に直接取り付けます

小さなスペースで
設置可能です

【10日】 みかわ百年 1・2期
【11日】 みかわ百年 3期

5/10（火）・11（水）

【7日】 みかわ百年1・2期
【8日】 みかわ百年 3期

手づくり木のとけい展
各地の作家さんが木で作った時計
が150点も店内に並びます！ぜひ遊
びにいらしてください。お施主様への
新築祝いなどにもお勧めですよ。

4/27（水）～5/16（月） 10：00～18：00

■ 場所：ヘルベント（岡崎市戸崎元町4-1）
■ 営業時間：10：00～18：00 火曜定休

業者様向け クリナップ新商品発表会
人気のクリナップのクリンレディが驚きの大幅リ
ニューアル！ これを見ずしてキッチンは売れませ
ん！ ぜひご来場ください。

5/25（水）～27（金） 13：00～19：00

■ 場所：クリナップ岡崎SR
 （岡崎市上和田町正ケン32-1）
■ 時間：13：00～19：00
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日 月 火 水 木 金 土
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6/7（火）・8（水）

［岡崎SR］ 岡崎市上地6-16-1 / TEL:0564-55-336

※地震の影響で一部商材に納期の遅れが生じています。ご注意下さい。

※5/10（火）は定休日のためお休みです。

※5/1～5まで誠に勝手ながらGW休暇をいただきます。

※地震の影響で納期の遅れが生じています。ご注意ください。 

国産杉を使ったデッキ材の人気の秘密！！

❶イペなどのデッキ材に比べ重量が軽く施工
　もラクラク！

❷塗料も特殊な自然塗料を使っているので　
　デッキの上で食事をする方でも安心！

❸杉ならではの柔らかさで、足触りも良く夏も
　暑くなりにくい！

❹塗料のお陰でメンテナンスがほとんどいらない！

レインセラー 生ゴミイーター

花木への
水やりに

花木への
水やりに

花木への
水やりに

打ち水に打ち水に打ち水に

家庭菜園
に

家庭菜園
に

家庭菜園
に

総合センターの森原です！ホーローをたたくショールームのデモンストレーションは何度見ても感心。お施主様にも、ぜひこの素材の魅力を伝えてあげて下さい！

総合センターの森原です！ホーローをたたくショールームのデモンストレーションは何度見ても感心。お施主様にも、ぜひこの素材の魅力を伝えてあげて下さい！

総合センターの森原です！ホーローをたたくショールームのデモンストレーションは何度見ても感心。お施主様にも、ぜひこの素材の魅力を伝えてあげて下さい！

総合センターの森原です！ホーローをたたくショールームのデモンストレーションは何度見ても感心。お施主様にも、ぜひこの素材の魅力を伝えてあげて下さい！
ホーロー浴室パネル
高品位ホーローのガラス層が
汚れやカビからしっかりガード。
お手入れはサッとひと拭きです。



ブログで儲ける！

○○で
儲ける！

スタッフの人柄を伝えたり、低コストでこまめな情報を発
信するのに非常に有効なツールです。メルマガで更新を
伝え、より詳しい情報をブログで発信するなど組み合わ
せてお客様を誘導するのもお勧めです。１日３回の更新
が理想といいますが、まずは毎日または毎週１回の更新
から始めましょう。何事も、継続は力なり。

あなたの洗面室は？
私は、洗面室に下着やパジャマまで収納したい派です。でも、湿気が心配。という
人もいますし、親子で化粧をするから鏡もボウルも２セットという家庭もあります。な
んだか洗面室って一番ライフスタイルが見えてしまう…。各メーカーも様々なタイ
プを出しています。性格も出るようで、我が家で一番片付かないのも洗面室…。

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

東日本大震災の影響があるなか、お陰さまで無事
最新情報ウルトラ市を開催することができました。
地震の影響で直前の内容変更や十分に商品が
揃わない中、たくさんのお客さまにご来場頂けたこ
と、本当にうれしく思っています。ありがとうございまし
た。今後とも、地域の企業、日本の経済を元気にし
ていけるよう頑張りますので、宜しくお願いします。

継続と頻繁に更新することが重要

同じスペースでも使い勝手を変えられます

百年の家プロジェクトにも参加されていますが、
参加して変ったことはありますか？

いろいろ変わったね。何よりもいまは「自分がいいと思った物をお施主さんに勧め
てる」から、お施主さんにも「本当にいいと思ってるものを勧めてくれてるんだって
分かって安心できる。」って言われます。その、「自分がいいと思うもの」に出会うま
でにずいぶん時間がかかったけどね。でも、本当にいい出会いに恵まれたな、と思っ
ています。

具体的には、どんな性能を一番喜んでいただいていますか？
温かさと遮音性。実家と比べて温かさが違うと言われたり、遮音性が高いので雨が
降っても気が付かなかったと言われます。農家でちょっと困ると言われたこともある
けどね（笑）

お客さんが夢をもっていろいろ話してくれるのも楽しいし、
出来てきて喜んでくれるのも嬉しいね。お施主さんがうちに
相談に来てくれた時に心底「よかったね。うちに来れば、ど
こで建てるよりもいい家が建てられるよ！」って思うし、今は
本当に、「こんなに面白い仕事はない！」って思ってます。だ
から息子にも、おれもやりたい！って思ってもらえるような会
社にしておきたいですね。

工務店様紹介vol.3
中山工務店さま（田原市）

他の会社はどんな風に仕事をしてるの？
そんな疑問にお答えして、地域で活躍するお客様をご紹介するコーナー。

「こんなに面白い仕事はない！」
現在の荒木社長で４代目になる中山工務店様。営業から管理までこなす社長と職人さん4人で仕事を
されています。勉強熱心で、そして仕事を楽しんでいらっしゃる社長様にインタビューさせて頂きました。

社長が個人から法人にされたということですが、理由はなんですか？Q 仕事をされていて一番楽しいのはどんな時ですか？Q

Q

個人事業だと自分の給料と会社のお金がはっきりしなくて、それが嫌だったね。１年
間働いて、結局会社は赤字なのか黒字なのか分かりにくいのが嫌で、はっきり分か
るようにしたかったんです。変えてみたら、まあこれぐらい良いかって思ってた経費が
こんなにあったのか！って驚きました。でも、自分の成果がはっきり見えるし使ってい
いお金も分かるようになって、法人にしてよかったです。

A A

A

Q

A

こだわり！

無垢一枚板物語 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、楡（ニレ）が中心のラインナップ。楡は、硬く古くから家具材として使われてきた木です。
興味を持ってくださった方は、是非担当営業にご一報を！ 

木建堂やヘルベントでもブログやってます！

岡崎製材トップ
▼

店舗・サイト紹介
▼

ヘルベント
▼

スタッフ日記

ヘルベントブログ

岡崎製材トップ
▼

店舗・サイト紹介
▼
木建堂

木建堂ブログ

ここが
こだわり！

とても楽しく色々なお話をお伺いしました。人との出会いを本当に大切
にされ、感謝の気持ちを忘れないやさしい人柄の伝わってくるインタ
ビューでした。ご協力いただき、まことにありがとうございました。

目隠

新製品
情報！クリンレディが

フルモデルチェンジ！

クリナップの大人気シリーズクリンレディが大きく変わります！クリナップ
では、これまでは木製キャビネットならクリンレディ、ステンのキャビネットな
らSSシリーズという展開でした。しかし、「本当はステンレスのキャビネット
がよかった。」というクリンレディユーザーの声にお応えして、クリンレディ
もステンレスキャビネットになりました！しかも価格は据え置き！キッチンに
こだわるお施主様には是非ご提案を。

※地震の影響により5月の発売が延期され、6月1日からの受注開始予定となっ
　ています。

［ステンレスキャビネット］

2人で並んで 1人で座って

最新情報ウルトラ市開催しました！
たくさんのご来場ありがとうございました！

荒木社長と

▲

担当新海、宮川　

片耳を落としたニレの板。割れを外すと奥
行330㎜。割れもそれ程大きくないのでそ
のままカウンターテーブルにもできます。

大きな節や割れもなく形も使いやすい一
枚です。写真では表面にはシミがあります
がプレーナーを当てれば綺麗になります。 

割れはありますが広いところで600㎜とれ
ます。綺麗に補修をいれれば座卓にもお
勧め。このサイズでこの価格はお買い得！

木目がケヤキにも似ていると言われるセ
ン。くっきりした木目が美しい。白太に痛
みあり、白太を外して300㎜取れます。

ピンクがかった色目がきれいなミズ
メ。節や割れもない良材。

落ち着いた木目と色合いが上品で女性に人気
のカツラ。500㎜巾で1400㎜の長さまでなら確
保できますので、小さめの座卓にもお勧めです。

［ニレ］ ¥20,000
2,500×440×58

1 ［ニレ］ ¥48,000
2,450×430×45

2 ［ニレ］ ¥22,000
1,980×500～600×60　

3

［セン］ ¥16,000
2,150×400×42

4 ［ミズメ］ ¥8,000
2,200×180×41

5 ［カツラ］ ¥20,000
3,000ｘ300～550ｘ50

6

自然素材部のくまちゃんです。

先日はウルトラ市、そして音羽商談会

にご来場頂きありがとうございました。

今月も宜しくお願いします。

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 2 3
4 5

6色目が人気！ 座卓にも
なります木目が

きれい！

カウンターに
ピッタリ！

用途
いろいろ

錆びにくく長寿命な
のはもちろん、リサ
イクル率も80％以
上とステンレスキャ
ビはとってもエコ！

point

住設メーカーや建材メーカーで、大幅な納期の遅れや受注停止が出て
います。住設メーカーに関しては５月中旬頃から復旧予定のメーカーが
多いですが、まだ先の読めない状況です。岡崎製材としましては各メー
カーの情報をまとめ、最新情報をお客さまにお届けしております。ご希望
の方は担当営業までご連絡下さい。ご迷惑をおかけいたしますが、宜し
くお願いします。

【納期の遅れや受注停止品が発生】

合板の抽選は
いつも以上の
盛り上がり！

無垢
フローリングを
前に打ち合わせ

大きな材料に
お施主様も
興味津津




