
木 の 豆知識

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

ケンポナシ 【クロウメモドキ科 広葉樹】vol.31

日本や中国、朝鮮半島に生育する木。折れ曲がった

枝の間に不規則に実がなり、梨のような味がすることが

この木の名前の由来とされています。材料としては

指物の材料として用いられるほか、建築材としては床板

などに使われていますがあまり数は多くありません。岡崎

製材の倉庫あるケンポナシは中国からのものも多く、

国産に比べて木が大きく育っているためダイニングテー

ブルなどにも適しています。

７/20(土)・７/21（日）2013夏のウルトラ市開催！

楽しんでいただけるイベントはもちろん、たくさんの情報や最

新建材が集まります。各種メーカーさんも出展されています

のでメーカーから直接商品の説明を受けたり、お施主様に

普段はカタログでしか見られないものを直接見ていただけ

るチャンスでもあります。ご自身の情報収集にも、お施主様

へのプレゼンの場としてもお使いいただけます。また、商品

だけでなく各種保険や受注支援のサービスなどの情報も

盛りだくさん！ぜひお気軽にご来場下さい。

テーマは前回同様【木だわり工務店と建てる家ってこんなに楽しいんだ！】このテーマ通り、今回も工務店さんと一緒にお施主様に楽

しんでいただけるイベントをたくさんご用意しています。前回は２９３組のお施主様にご来場いただいたウルトラ市。子供連れのお施主

様も多く、たくさんの子供たちに喜んでいただいています。「まだ行ったことがない。」「お施主様は呼んだことがない。」というあなた、夏

のお祭り騒ぎにぜひ一度ご来場下さい。

住宅に関する最新情報や
資材が続々登場！
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そして、なんと言ってもウルトラ市は木がいっぱい！岡崎製

材だからこそ出せる屋久杉やびっくりするほどの大きな丸太

もご覧いただけます。また、テーブルやカウンターにする材料

をお値打ちに手に入れよう！と、いらっしゃる業者様やお施

主様も多数。たくさんあって選ぶのも目移りしてしまうほど！

でも、どれもとってもお値打ちにお出ししています。「ちょっ

と使ってみたいなあ。」という方、「テーブルを探しているお

施主様がいる！」という方、ウルトラ市が大チャンスです。お

見逃しなく！

他にはない無垢材の品揃え！
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小の木 物ブ はスー
女回毎 性 人大に 気 。すで
小の木 物ブ はスー

女回毎 性 人大に 気 。すで

わ合と部脚 せ な得い買おて
探おをルブーテ 。いさ下し

わ合と部脚 せ な得い買おて
探おをルブーテ 。いさ下し

▲ややピンクがかった

　木目は洋室に

　よく似合います。

： 前夜祭 ７月１９日（金）１５：００～１７：００ ※業者様限定

 ７月２０日（土）・２１日（日）９：００～１６：００

： 岡崎製材㈱総合センター(岡崎市岡町下野川６２)

ＥＬ ： ０５６４－５４－５２１１

info

▲手形を押す。など家族の思い出を残せる
　ここだけのイベントもいっぱい！

▲お施主様がいつもびっくりされる屋久杉
　やアフリカ材など希少な丸太も展示。

▲ヘルベントでもテーブル材を展示しています。

▲丸く青 と々した葉が

　茂ります。

▲個性的な実が

　なるのが木の特徴。

不動産情報ブースもご用意

じゃんけんマンは
今回も登場！？



○○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

「想い」で儲ける！

今、住宅の性能はどんどん上がってきています。今後も

国は高性能な住宅を標準化していきそうな気配。そんな

中、どの住宅もそこそこいいよね。となったらお施主様は

何を基準に業者を選ぶか。それは、小さな会社であれば

あるほど経営者や担当者の人間性や住宅にかける想

い。のような気がしています。想いを磨く、そしてそれをき

ちんと伝えることが大切になってきます。

７月上旬
ハウスドゥ！蒲郡店開店！

これまでハウズ内のハウジングバンクとして対応してきました
不動産部門ですが、需要の拡大に伴いハウスドゥ！蒲郡店として
再出発いたします。

「土地を探しているお施主様がいるんだけど…。」

「どこも建築条件が付いていてお施主様に紹介できる土地がなかなか

なくて困る。」そんなご相談を多くいただくようになりました。これまでも、

ハウズの店舗内にてハウジングバンクとして対応をさせていただいており

ましたが、要望の拡大に応じてハウスドゥ！蒲郡店として、サービスや人

員を拡充して新たに不動産情報サービスを始めさせていただきます。一

般のお施主様への売買はもちろんですが、工務店様からの「売りたい」

「買いたい」の土地情報をうまく結びつけて「建築請負を活性化」させる

という目的もあります。ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。

６月８日（土）あの話題のオカザエもんがハウズに

やってきました。地域振興のためのお餅つき大会

に参加！ということで、たくさんの子供たちに囲ま

れて楽しく一緒にお餅つきを行いました。東海TV

さんの取材などもあり、にぎやかな時間でした。ご

参加いただいたみなさま、誠にありがとうございま

した。

家づくりを「子供のために小学校入学前に」「子供部屋が…」と、「子供」を基

準に考えることって多いですよね。確かに、目的の一つは「子供のための環境を

整えること」ではあると思います。でも、子供って長くても２０年ぐらいしか一緒に

住まないことが多いのでは？そこからもう２０年、夫婦の時間があります。子供も

大切ですが、夫婦の時間も大切にして欲しいなあ。なんて思うのです。

ハウズにオカザエもんが
やってきました！

こどものために

チラシなどでも「想い」を伝えていくと他社との違いが
伝わります。

〒443-0045　蒲郡市旭町11－12

TEL 0533-65-8581　FAX 0533-65-8582
▲間取りではなく、家具などの工夫で子供対応

　の家にしておくと、大人になったときの無駄が
　少ないのでは。我が家では脚部の変更で　
　ダイニングテーブルを今は、座卓にして使って
　います。

▲とはいえ、子育て真っ最中のわが家は完全に
　子供の城。玄関ホールは占領されています。

でどなグロブ

方え考に的常日 を

もとこくいてえ伝

。切大

info

あ にめたのたな

すまし探 ！

に軽気お

お 。いさ下話電

▲東海テレビのクルーに
　囲まれちょっと。

で臼のキヤケ
るざごでたいつを餅 ！！

業界 
情報！



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！

倉庫には無垢材が

こんなにたくさん！
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社員紹介 vol.33
総合センター

今井 裕司

仕事で心掛けている事は？Q1

与えられた仕事の趣旨を理解して、やり切ること

です。一つ一つ知識を積み重ね、チャレンジする

ことで成長していきたいと思います。

A

10年後はどんな風になっている？Q2

唯一無二の存在になっていたいです。 あいつにしか頼

とたくさんの人から言ってもらえるようになっていたいです。そ

のためにも、これからいろいろなことを勉強し吸収していきます。

A

読者の工務店さまにひとことQ3

と を徹底し、努力していきます。どう

ぞよろしくお願い致します。

A

総合センター
　　　期待の新人！

無垢一枚板物語

動きのある面皮や節、落ち着いた

色合いががお施主様に人気です。

空間作りのアクセントにぜひ！

艶のある綺麗なトチ。脚をつければ

お施主様大喜びの小さなテーブル

に！値段もお手ごろ。

厚みも十分にあり大きな欠点のな

い珍しい材です。楢でこれだけ綺麗

なのは貴重です。

香りもすばらしい屋久杉。サイド

テーブルにすればお部屋で素敵な

香りが楽しめます。

美しい杢の出ているカエデ。硬さも

あるのでテーブルにぴったり！時を

経た時の輝きが楽しみです。

ぼこぼこしているかのように見える

杢。自然が作り上げる芸術を堪能

できる一枚です。

［イチイ］ ¥10,000
1820×250×30

1 ［トチ］ ¥10,000
1300×150-550×54

2 ［ナラ］ ¥30,000
1600×425×63

3

［屋久杉］ ¥14,000
1100×445×27

4 ［カエデ］ ¥10,000
1110×410-480×30

5 ［タモ］ ¥8,000
1020×320×44
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こんにちは。くまちゃんです。
紫外線がつらい季節になってきまし
たね。倉庫の暑さもヤバイです。
みなさんも熱中症には気をつけて、
お仕事がんばりましょう！

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

ニッチや棚に
最適！

ちょっとした
テーブルに！

話題性なら
コレ！

磨けば光る！
まるで３Ｄ！

今月は、お値打ちでありながら杢が出ていたりと希少な商品を集めました。

気軽に現場で取り入れて頂けると思います。お施主様もきっと大喜び！

おすすめの一枚！

たくさんのお客様と
たくさんの会話を
したいです！
西三河支店に配属となった中

村。まだまだ右も左も分かりません

が、特上の笑顔が魅力です。

総合センターに配属となった今井。

先輩の背中を追いかけながら日 さ々

まざまなことを経験しています。叱咤

激励よろしくお願いします。

社員紹介 vol.32
西三河支店

中村 彩

仕事で心掛けている事は？Q1

好奇心を持ってたくさんのことを知ること、見る

こと、吸収すること。そして常に「笑顔」を忘れな

いことです。

A

10年後はどんな風になってる？Q2

家庭を持ちながら営業マンとして働いていたいです。なくてはならない

人材でいたいと思っています。

A

読者の工務店さまにひとことQ3

４月より入社いたしました新入社員の中村です。

石川県の能登地方の出身です。

これからお客様の力になれるよう、お客様が笑顔になれるよう、たくさん

の対話を通して頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

A

▲沖縄旅行での琉球ガラス体験。
　未知のものに挑戦するのが
　楽しかったです。

▲伊勢神宮
　今年は２０年に一度の式年遷宮
　ということで休日に伊勢神宮に
　行き、パワーをもらいました。

中・高と卓球部

だったので今でも

休日にたまに

卓球をしています。

わからないことだらけですが、

机に向かい、現場でものをみて

勉強していきます。



Event Calendar!!

…イベント実施日
…休業日

工務店様活動紹介 【番外編】

すっかり夏本番！暑さに負けず今年も熱いウルトラ市の季節がやってきました！
ウルトラ市だけでなく、通常の営業も頑張りますよ。今月もどうぞよろしくお願いします。

夏季休暇を８月11日～18日まで頂きます。よろしくお願いします。　※19日より通常営業

2013.８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！

［高橋 ちえ子］

〒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！

［深津博］

〒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】

［大角 真登］

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

〒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！

［宮川  正三］

7月 July

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町４－１）

　ＴＥＬ ：０５６４-５１-０８６１

超かんたん新・経営塾

７/８（月）

■ 場所 ：岡崎製材㈱総合センター（岡崎市岡町下野川６２）

　ＴＥＬ ：０５６４-５４-３８７８

前回に引き続き、業者様限定の前日祭。

当日はお施主様対応でいっぱい！というかた、ぜひご来場下さい。

夏のウルトラ市前日祭

７/19（金） 13：00～16：00

■ 場所 ：岡崎製材㈱総合センター（岡崎市岡町下野川６２）

　ＴＥＬ ：０５６４-５４-３８７８

熱いウルトラ市が今年もやってきました。

熱中症に気をつけながらがんばります！ご来場お待ちしています。

夏のウルトラ市

７/20（土）　９：00～16：00

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

ばっちり営業実践塾

８/８（木）
８月 August

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。

４月より開校したＮＰＯ暮らしの教育機構が開催する「住まいの学校」。

毎週土・日に岡崎製材㈱の敷地をお貸しして開催されています。

「住まいの学校」は、この地域の人たちの家づくりをよりよいものにす

るためにＮＰＯ暮らしの教育機構が開校している家づくりの勉強会

です。一般の方向けの勉強会ではありますが、プロの参加も大歓迎！

毎回、ローン相談のプロによるローン、税制優遇基本講座や女性設

計士さんによる間取りの考え方など1年間その道のプロを招いて家

づくりのための情報提供を行っています。４月開校以来徐々に一般

の方の参加者も増え、リピーターも非常に多くなってきています。岡

崎製材の社員も興味のある講義に各自参加し勉強しています。

工務店様には、社員教育や、イベントの１つとして使っていただいた

り、打ち合わせ前や打ち合わせ中のお施主様と参加することで関

係性を強めるという効果も期待できます。

開講日： 毎週土曜１３：００～１５：００　日曜10：00～１２：００

 講義内容はＨＰやブログにてご確認下さい。

参加工務店様の声

本人も実践的で勉
　強になると楽しんで通っているようで助かっています。

税制優遇も長期優良住
　宅にするとどうなるのかなど、お施主様に聞かれて戸惑うこともあったので聞きにきて
　よかったです。

お施主様の声

聞いておいて良かったです。
いろんな講座を受けて家づくり成功させたいです！

NPO暮らしの教育機構の職員として毎回参加してい
ます。その都度適した講師と打ち合わせをして講
義を準備するのは思った以上に大変ですが、お施主
さま達があふれる情報の中で困っているのだと、ひし
ひしと感じます。工務店さまにもお施主様を連れてき
ていただくことでのメリットはあると思います。お気
軽にご活用下さい。　 担当：石原　

８月

日 月 火 水 木 金 土

７月

日 月 火 水 木 金 土

▲ＨＰやブログで講義内容を確認できます。

　スマガク　岡崎で検索！

▲小さなリーフレットは

　市内店舗や

　住設ショールームにて

　配布中。
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▲２０代～３０代のお施主様の参加が多いです。

▲ワークショップ形式の授業。

　わきあいあいと楽しい時間です。


