
明けましておめでとうございます。今年は昨年の震災を受けてますます様々な変化が起きそうな予感…。
みなさまと一緒に今年も1年頑張りますので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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〒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！

［伊藤 達哉］

〒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！

［高橋 美帆］

〒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】

［水野 敏樹］

E ve nt  Cal e nd ar ! !

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

楠 【クスノキ科　常緑広葉樹】vol.15

木 の 豆知識

刈谷市専光寺の

▲

樹齢600年と言われる楠の木　

住設ではありませんが、「木の家具のショー
ルーム」ということでHELL-BENTをご紹介さ
せていただきます。岡崎製材本社横にある木
の家具と雑貨のお店。「HELL-BENT」とは
「必死になる！熱中する！」という意味です。木
という素材が大好きなスタッフが選んだテー
ブルや家具にはお客様を「熱中させる」素敵
な魅力がいっぱいです。

素敵な家を建てたらやっぱり家具にもこだわりたい。また、家具で空間の雰囲気は大きく変
わるのも事実です。でも、新築後だとなかなか予算がなくて…という声もよく耳にします。ヘ
ルベントで木のテーブルを買われ、大満足！とおっしゃる新築のお客さまのほとんどが、建
築予算の中で家具の予算をあらかじめ想定して計画を立てていらっしゃいます。建築段
階からお部屋の雰囲気を考え家具まで提案することでお施主様満足度が上がることは間
違いいありません！是非お試しください。

素敵な建物にはやっぱり家具も…

お施主様へのちょっとセンスのいい完工祝い
に、時計や小物や身長計をプレゼントされる工
務店さんにもご来店いただいています。何がい
いか迷った時は、スタッフがアドバイスしますの
でお気軽にお声かけください。

完工祝いにもお使いいただいています！

［ヘルベント］

vol.10
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…イベント実施日
…休業日

いつでも
お客様の
味方です！

▲グラデーションのような
　木目が見られます。

▲樹高18ｍ、幹周6.4ｍ。楠はその成分
　(香り)のおかげで虫が付きにくいので
　大樹が多いそうです。

日本では本州の西側や四国、九州地方によくみら
れます。また、森の中というよりも人の住む里で多
く見られ、神社の境内でご神木として信仰の対象
とされることも多い木です。そして、なんと言っても
特徴的なのは香り。防虫剤や鎮痛剤として使われ
る樟脳はクスノキの枝葉を蒸留して得られる成分
で、あの強い香りがクスの木からも香っています。
そのため、テーブルよりもタンスなどの防虫効果が
必要な場所で使うのがお勧め。

12/28～1/5　誠に勝手ながら冬期休暇をいただきます。よろしくお願いします。
一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。

岡崎製材 検 索

西三河初市
2012年年初の市！もちろんはりきり
価格！充実の品ぞろえで皆様をお待ち
しております！こうご期待！

1/14（土） 9：00～16：00

■ 場所 ：岡崎製材西三河支店
  （西尾市田貫町下野川73）
　ＴＥＬ ：0563-55-2281

超かんたん経営塾
各社の経営方針を発表していただきます。

2/2（木）

■ 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
OB顧客のアフターフォローからリフォー
ムにつなげる手法を学びます。

1/17（火）

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

みかわ百年第４期

2/8（水）

1月 Jan uar y

【10日】みかわ百年 第１～３期
【11日】みかわ百年第４期

1/10（火）・11（水）

2月 F e b r u a r y

ハウスメーカーにはない、地域工務店のよさってなんで
しょう？地域に密着した対応スピードや対応力、規格
品にはできないオリジナリティある家づくりができるこ
と。などなど。たくさんの魅力があると思います。でも、そ
れってお施主様に伝わってますか？伝わってないのは
実はないのと同じ…まずは、きちんと伝えることからはじ
めませんか。今は、ＨＰやブログなどお値打ちに情報発
信できる方法がいくらでもあります。あなたに合った方
法はなにか？困った時はご相談ください。

2011年、一番の大きな衝撃と言えばやはり東日本大震災。
その影響で材料の不足や節電の夏があったことはまだまだ記
憶に新しいですね。そして、そのようなことから住宅のエネル
ギーに関する開発が急激に進みはじめた年でもありました。
「ダブル発電」も注目され、「スマートハウス」は各住宅メーカー
が競うように商品化に乗り出しています。国の政策もどのよう

に変わっていくのか、2012年が分かれ目となりそうです。その
ような流れの中で、ますますハウスメーカーが続伸し地域工務
店には苦しい展開になることが予想されます。そこで、岡崎製
材では「強い地域工務店」に皆様になっていただくべく、今年
は昨年以上に様々な形で受注のサポートをさせていただきま
す。どうぞ、今年もよろしくお願いします。

2012年今年もよろしくお願いします。

めまぐるしく世の中が変わっていく中で、工務店様自身
にももっと勉強し、情報に貪欲になってほしい。と、岡崎
製材では、「超かんたん経営塾」「リフォーム本気塾」
「プレゼン・各種申請サポート」「各種イベント・セミナー
の開催」「地域材情報の発信」「新エネルギーへの取
組み」などを行っています。最新の情報はＦＡＸ、ＤＭ、Ｈ
Ｐ、ブログで発信！チェックしてみて
くださいね。詳細や分からないこと
はもちろん担当営業にお電話を。

「勉強」が必要な時代です。「見せる」「伝える」ということ。
1 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！

［石倉 和義］

2012 1
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［ヘルベント］
戸崎元町4-1　火曜定休/10：00～18：00　
TEL:0564-55-1488

▲本社の横の緑の看板の
　お店です。　

▲テーブルはもちろん、
　雑貨も取り揃えています。

▲岡崎製材でも、「がんばろう！地域の工務店」
　ブログで情報発信をしています。

本社サイトから、イベントや勉強会の

▲

　情報をご覧になれます。　
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A HAPPYNEW YEAR！

A HAPPYNEW YEAR！

A HAPPYNEW YEAR！

2012年も、
お客様・お施主様の
笑顔のために
尽力いたします。
本年も宜しく
お願いします。



○○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

初日は大雨、２日目は強風という悪天候の中、たくさ
んのご来場をいただき誠にありがとうございました。
建築業者様ご自身はもちろん、たくさんのお施主様
と一緒にご参加いただき社員一同大変うれしく
思っています。会場で見られるたくさんの笑顔に心
和むひと時でした。次回もまた新しい企画をご用意
してお待ちしております。ご期待ください。

無垢一枚板物語

なんとなく、まだまだ未来のことのような気がしてしまう「スマートハウス」ですが、
最近TVで見かけませんか？D社の「Xevo スマ・エコ・オリジナル」やT社「アス
イエ」どちらも太陽光発電を搭載し、蓄電池も備えて、モニターやスマートフォン
で使用エネルギーを見えるようにしています。T社は豊田市内での分譲開発も
進めています。未来ではなく、もう現在のこと。地域工務店としてどう取り組んで
いくか？が求められています。

女性に人気の高いメープル。和室
にドンっと座卓にしたら素敵だろう
なあ～。と妄想してしまいました。

こちらも最近人気のある樹種です。片耳を
落として飾棚になんていかがでしょうか？玄
関ホールなど目につくところがお勧めです。

ちょっと幅が狭いですが、４人家族
などの小さめのダイニングや座卓に
お使いいただける形とサイズです。

インパクト大の深紅が素敵です。
ちょっと珍しいものを提案したい！と
いう時にお使いいただけます。

重厚感ある真っ赤な色が目を引きま
す。アフリカ材なので重さもしっかり
あり｢無垢｣の魅力満点！

お手軽価格！人気のメープルでこ
の価格はお買い得です！ニッチなど
にぴったりのサイズです。

［トチ］ ¥20,000
1440×360～480×51

1 ［チェリー］ ¥23,000
2000×220～360×45

2 ［ポプラ］ ¥40,000
1900×600×55

3

［ベニツバキ］ ¥65,000
2480×460×55

4 ［ブビンガ］ ¥49,000
1850×630×53

5 ［メープル］ ¥9,000
850ｘ350ｘ35
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明けましておめでとうございます☆
くまちゃんです。年末のバタバタを乗
り越え、気がつけば新しい年を迎えて
いました。
今年もどうぞよろしくお願いします。

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！
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ダイニングにも
使えます！

女性に大人気！

ボリューム
たっぷり！

深紅の色が素敵！

どっしりとした
存在感！

肌触り抜群！
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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！！
今月は新年ということで、最近人気の様々な樹種でご用意しました。是非使ってみてください！

｢2011秋のウルトラ市｣にご来場
いただきありがとうございました。

「スマートハウス」ってご存知ですか？③
▲世界規模で｢スマートハウス/ビル｣

　需要は高まっており、2020年には
　市場規模が現在の1兆円から
　65倍の65兆円にまでなると
　いわれています。
　（日経BPクリーンテック研究所発行
　の『世界スマートハウス・ビル企業年鑑』より）

先日のプレス発表では、Y電機社長が

▲

「地域工務店のシェア狙う」と明言。　
負けてはいられませんね。　

▲「facebook」の画面。ブログの更新情報や現在の様子を発信できます。

▲最新住宅設備はお施主様も　やっぱり気になる。 ▲スマートハウス
関連は

　注目の的！

facebookで儲ける！

昨年ご紹介したツイッターとちょっと似ていますが、もう
少しかしこまったfacebook。実名を登録し情報を発信
していくのですが、ＨＰやブログはこちらが書いても見に
来ていただけないと情報を見てもらえませんが、
facebookなら、一度認証していただくことでより積極
的に情報を発信できます。さらにそこからＨＰやブログへ
の誘導も可能です。新年に、新しいことはじめてみませ
んか？

再開した住宅エコポイントでは
「リフォーム瑕疵保険」がポイント対象です。

再開された住宅エコポイントでは、断熱改修工事と
ともにリフォーム瑕疵保険に加入すると１万ポイント
が付与されます。「せっかくなら、たくさんポイントが欲
しい！」というのがもちろんお施主様の本音。リ
フォーム瑕疵保険に加入している会社としていな
い会社、どちらに仕事をお願いするでしょうか？加
盟がまだお済みでないかたは今スグ担当営業にご
一報を！加盟している方は、付保の手続きやお施主
様へのPRをお忘れなく！

ご加盟はお済ですか？

「リフォーム瑕疵保険」以外に、「耐震改修工事」もポイントの対象に
なっています。また、ポイント交換ができる商品もこれまで１番利用の多
かった商品券はなくなり「被災地の産品・製品」や「被災地の商品券等」
が対象となっています。お施主様へのご説明の際にはご注意ください。追
加工事への即時交換は変わらず対象となっています。

その他変更点にもご注意ください。

岡崎製材で働く人の「想い」や「人柄」を伝える新コーナー！
本人に会ったら声を掛けてあげてください！

「今年は、問題解決業をプラスした企業を目指します！」
現在55歳の八田社長。まだまだ若い！？スマートフォンやfacebookも使いこなします！？
最近ちょっと「？」が付くことも増えてきましたが、そのバイタリティや行動力はやっぱりピカイチ！

仕事をしていて嬉しい時はどんな時ですか？Q1

お客様から自社の社員のことを褒めてもらった時が
何より嬉しいですね。特に自分が思っていたのと
違った長所を指摘されると嬉しさは倍増。よく観てく
れているお客様に感謝してしまいます。ほかには、
社員の成長を確認できた時かなぁ。やっぱり。

A

2012年はこれだ！を教えてください。Q2

２０１２年は「勉強の年」。これしかありません。社内
はもちろん、お客様と一緒に、本気で勉強すべき時
だと思っています。

A

目指すのは、どんな社長ですか？Q3

どっしりと構え、包容力があって、滅多なことに動じ
ない。そんな人格者たる社長。…と思ってはいるん
だけど、ダメだねぇ。些細なことでイライラし、もう若く
もないのにマジギレするし。まだまだ、未熟者です。
「修行が足りない」ということですね。でも…諦めず
に理想を目指します！！

A

読者の工務店さまにひとこと！Q4

「３・１１大震災」により、日本の住宅事情が大きく変わりました。国の方針もユーザー意
識も様変わり。「耐震・省エネ住宅」が強烈に打ち出され、「スマートハウス」等、「新し
い家づくりの形」を強く要求されています。この地域も例外ではなく、急激な変化を求め
られており、この半年間その対応策に迷うお客様からたくさんの悩み事や心配事をお受
けすることになりました。私はこんな時代に「モノ売り」だけの販売店は存在価値ナシだ
と思っています。こういう時代だからこそ、岡崎製材は「流通情報サービス業」に、お客
様の悩み事を解決する、「問題解決業」をプラスした企業が存在価値を有するものと
信じ、それを目指していきます。だから勉強もします。一緒に頑張りましょう！

A

保険のことまで
お任せください！

岡崎製材社員も続々とはじめています！
「岡崎製材」でお友達検索してください。他の社員も見つけられるはず…

今回一番の
盛り上がりは
大じゃんけん
大会♪

太陽光発電を
切り口に、家電量販店も
参入を始めています。

社員紹介 vol.1
本社  代表取締役社長

八田 欣也

▲愛する家族。ランニングが趣味、元気が取り柄の妻と４月から
　社会人とはりきる長男、まだまだ学生を満喫する大学２年の次男です。 ▲屋久島の巨木川上杉にて。


