
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

カヤ 【イチイ科 常緑針葉樹】vol.26

特徴的な香りを持つカヤ。碁盤や将棋盤用の材として

よく知られているのはもちろん、加工のしやすさから彫刻

材としても用いられています。虫除け効果もあり、水や

湿気にも強いため、古くは風呂桶や浴室用具材として

も使われていました。また、カヤの語源は間伐材や枝を

いぶして蚊を追い払ったことから来ているそうです。実も

漢方として用いられており、人々の生活の中でそのすべ

てが余すことなく利用されてきた木です。ぜひ、住宅の

中でもご提案ください。

｢つながり｣を感じる家が人気です。

おくどさんや、お風呂を薪で焚くということをしていない20代、30代に人気

の薪ストーブを囲む暮らし。ゆったりと燃える炎を眺めながら家族とゆった

りと過ごす。会話を楽しむ。そんな暮らしが人気です。また、暖房としてはも

ちろんですが、調理器具として利用したいという方も増えています。お子さ

んとピザや、焼き芋を作りながら家の中でたくさんのイベントを楽しめるとい

うのが何よりも魅力のようです。しかし、家の中で火を使うというのはリス

クも伴います。提案したいけれど、ちょっと不安という工務店さま、ハウズ

北館内の「ファイヤーライフ岡崎」では、保証付きの安心な薪ストーブをご

提案から施工、アフターまで当社にお任せいただけますので、ご興味のあ

る方は担当営業までお気軽に御相談ください。

家族で火を囲む暮らし
1

少し前から人気の参加型の家づくり。塗り壁の一部を自分で施工したり、

オイル仕上を自分たちで塗ったり。コスト的なメリットもさることながら｢家

族で作り上げる｣ということに価値を見出すお施主様も増えています。弊

社で取扱いの｢カルクウォール｣や｢NATURE WALL｣も、 自然素材の安

全性と共に、その施工のしやすさから今年大変人気が出た商材です。柔

らかな仕上がりが女性にも人気です。これからますます増えてくる女性主

導の家づくりのご提案にもぜひお使いください。

参加型の家づくり
2

震災以来、｢絆｣という言葉が様々なところで聞かれるようになりました。2012年は

住宅の中でも、｢絆｣や「つながり」を感じられる家づくりが注目さました。土地選び

でも、実家と近いということが重要視されるようになってきていますし、薪ストーブを

家族で囲むライフスタイルや、塗り壁に家族の手形を残したりと、家族同士の｢絆

｣を感じることが強く求められた１年でした。来年もこの傾向は続くと思われます。今

回は、そんなわけで｢つながり｣を求めるご家族にお勧めの商材をご紹介します。
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自分たちで塗った壁には家族の手形

▲白っぽく木目も

　穏やかなのが特徴。

▲ホームパーティーや週末の楽しみにもってこいの薪ストーブ
　クッキング。

▲無垢の建具や床ともよく合うカルクウォール。

名古屋城にある樹齢600年のカヤの木。

▲

▲葉も特徴的な

　形をしています。

無垢の
テーブルにも
家族の記念にと
手形を。



○○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

10月25日(木)｢こだわり商品フェア｣を開催しま

した。前回より広い会場でしたが、数多くのご参

加を頂き時間帯によっては超満員。充実した時

間を過ごしていただくことができました。ご来場頂

いたみなさま、誠にありがとうございました。今後も

激変が予想される業界。来年はまた、新しいアイ

テムをご紹介できるよう頑張ります。今後共よろし

くお願いします。

わが家は築１２年程。外壁を直したり、給湯器も時々ご機嫌斜めになるし、ウォ

シュレットも壊れたり…。何かとお金のかかるお年頃。困ったもんだと思っていた

ところ、庭のオリーブに実がつきました！感激。また、無垢のフローリングにも艶が

出てきたなあ。と感じています。自然のものはやっぱり歳を重ねるほど魅力的に

なりますね。人も同じでありたいと思う今日この頃です。

｢こだわり商品フェア｣開催しました。
ご来場いただきありがとうございました。

歳を重ねるということ

パインコレクションの
カタログが新しくなりました。

岡崎製材の建具カタログ｢パインコレクション｣が新しくなりました。新アイ

テムも加わっています！また、本社２階の会議室にて展示もはじめました。

無垢の建具の良さはやはり実物を見ていただくのが一番！｢お施主様に

見せたい！｣という方ももちろん大歓迎！お気軽に担当営業まで御連絡く

ださい。

▲お客様のインタビューを掲載。
　２種類作成し、シーンによって使い分け
　をしています。

▲本社２階の展示風景。塗装したものの展示もあります。

▲かしこまり過ぎないリーフレットを作成。
　気軽に配りながら、きちんと家づくりの
　こだわりを伝える工夫を。

まずは
カタログを！
という方も
お待ちして
おります。

▲真剣な商談が
　各ブースで
　行われていました。

暑さを感じるほどの

▲

熱気溢れる会場　

つ一たった がすで
実 しまり生が 。た

▲転んでも立ち上がり挑戦をするわが子。
　これが進化の原点！？

東京支店の手塚です。

会社案内で儲ける！

見学会や、新規の問い合わせを頂いても渡すものがな

い。会社案内が古い。というお悩みの方！思い切って会

社案内を作るのもお勧めです。作る過程の中で、｢自社

の強み｣を考えたり、施工例を整理したり、これまでやって

きたことを見つめ直すいい機会にもなります。何から始め

よう？という方は、お気軽に御相談下さい。

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.23
西三河支店　営業

金原 俊伸

仕事で心掛けている事は？Q1

常にだれよりも楽しむ。A

仕事をしていて楽しいのはどんな時？Q2

工務店様といろいろとチャレンジして、それが

ともに受注になったとき。

A

読者の工務店さまにひとことQ3

日々いろいろなことが変化していきますが共に楽しみながらがんばり

ましょう！！！

A

楽しくなけりゃ、
仕事じゃない！

無垢一枚板物語

人気のブラックウォールナット。

ダイニングテーブルに仕上げれば

喜ばれること間違いなし

希少な杢の出ているタモです。

和室の座卓に。モダンな和室にい

れるとかなり｢粋｣です。

きれいにまっすぐなので、カウンター

に利用しやすい一枚です。

座卓にピッタリのサイズ。

落ち着いた赤色がカッコイイ！

使いやすい形です。

好みの分かれるクスの香りがたっぷ

り。好きな方にはたまりません！

こういうおもしろい一枚が、意外とお施主様

には人気があります。子供さんのいらっしゃ

る家庭などでは喜んでいただけるかも。

［ウォールナット］ ¥630,000
1900×840×54

1 ［タモ杢］ ¥15,000
1000×220×50

2 ［センダン］ ¥48,000
2150×370-450×57

3

［ニッキ］ ¥20,000
1100×500×70

4 ［クス］ ¥49,000
1850×450-700×52

5 ［トチ］ ¥12,000
2000×200上×35

6

こんにちは。くまちゃんです！
今年もあと一月。
ほんとうにあっという間です。やり残
したことのないよう、お互い最後まで
頑張りましょう☆

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

ダイニング
テーブルに！

希少な一枚！

座卓に
おすすめ！

香り高い一枚！
使い方はアイディア次第！

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、個性的な樹種や人気樹種を集めました。お施主様とも話題づくりにもぜひ使ってみてください！

まっすぐで
使いやすい
一枚！

いつも全力投球！
いつもエネルギッシュな鈴木。

任せられた仕事を積極的にこなす

姿勢は社内でも評判。

中堅ですが、気持ちはまだまだ若

手です！

若手からも慕われる兄貴、金原。

営業マンとしても若手の見本とな

る頼れる存在！常に挑戦し、楽しむ

姿勢は皆に一目置かれています。

社員紹介 vol.22
西三河支店

鈴木 亮二

仕事で心掛けている事は？Q1

お客様に満足して頂ける事と10歩先を見る事

です。

A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

家族と今以上に笑顔でいる。

娘とランニングで競争している。（私４７才 娘１８才だから勝てないかも

…）尊敬する人に近付いている存在になっていたい。

A

読者の工務店さまにひとことQ3

この数年は激動の時代になります。

今後とも良きパートナーとして疾走していきましょう。

A

▲愛してやまない自慢の娘です。 

▲趣味といえば仕事！と、
　ワンピースが好きです。

今 3で年 7 に歳
な しまり 。た

だまだま
若 ！い ？

もとこなんこ

し 、がすまて

。すで業営



Event Calendar!!

工務店様 活動紹介

…イベント実施日
…休業日

あっという間に12月。今年もあと一月！年末までに仕上げる仕事や、決算という方も多いのではないでしょうか。
忙しい時こそ、お力になれるようがんばりますので、今年も最後まで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。

2012.12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！

［熊谷 典子］

〒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！

［鈴木  章浩］

〒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】

［丸野 泰宏］

㈱都築建築さま
［西尾市］

vol.8

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！

［立石 愛美］

12月 December

｢予想以上の来場と反響に感謝しています。｣
西尾市で、工務店を営まれている㈱都築建築さま。30代の若い社長様兄弟を中心に頑張っていらっしゃいます。

今回は、初めての現場見学会を開催しました。

初めての完成現場見学会！
予想以上の成功を収めることが
できて私も大変良い経験に
なりました。
次回もがんばりましょう！

■ 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１・２・３期

12/４（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４期

12/５（水）

■ 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 二回目

12/18（火）

１月 January

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

木質構造アカデミー

12/26（水）

木質構造アカデミー

１/９（水）

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

企画内容： 初めての完成現場見学会を開催しました。今回は、ＯＢのお客様との交流と、近隣への周知を目的として行いました。

集客方法： 自社制作のチラシを配布（手紙付き）

 現場周辺 ⇒ 80部ポスティング、OB顧客へＤＭ ⇒ 120部、お施主・親戚へＤＭや手配り ⇒ 20部、自社周辺 ⇒ 120部ポスティング

 合計　340部

参加者数： 一日目 38組、二日目 42組　合計80組（但し協力業者も含みます）

感　　想： 当初の予想をはるかに上まわる来場者数に驚きと感謝でいっぱいでした。成功の決め手は手紙付きDMだったと思います。文面に頭を抱え

ていたところ、岡崎製材の八田社長がアドバイスをくださり、おかげで良い文面ができました。

 見学会をしたことによって自社を知ってもらえて、今までなかなか連絡の取れなかったOB顧客の方からちょっとしたメンテナンスのお声も頂け

ました。今後も積極的に行っていき、より多くの人との出会いを大切にしていきたいです。
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日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

9

16

2 5

12 13

19 20

26 27

11

6

18

25

4 8

15

22

29

14

1

21

28

7

23
30

24
31

＊12/29（土）～1/6（日）まで誠に勝手ながら冬季休業を頂きます。
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担当：金原


