
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

アパ 【ジャケツイバラ科 広葉樹】vol.29

西アフリカ～中央アフリカ原産。寸法安定性も高く、虫

害などにも強いことから現地では橋や海中建造物に用

いられることもあるそう。日本では、その色合いの美しさ

と重厚さから、古くから神社仏閣用材として使われてい

ます。住宅の中では框や床板に活用されます。巾広の

材料が採れるため、最近ではダイニングテーブルとして

も活躍しています。とても硬く重たいので運ぶのは大変

ですが、その重厚感には惚れ惚れするものがあります。

3/23(土)・24(日)春のウルトラ市開催！
テーマは｢木だわり工務店と創る家ってこんなに楽しいんだ！｣

回を重ねるごとに、｢予想以上にお施主様が楽しんでくれた。｣｢子

供もいろいろ体験できて楽しめたって大喜び。｣と、お施主様がご

満足いただけたという声が増えています。今回ももちろん、工務店

様にもお施主様にも｢楽しんでいただける｣企画を多数ご用意して

います。かわいい木の雑貨を購買いただけるコーナーや、子供も大

人も楽しめる手作り体験の｢ものづくり工房｣は、さらにブラッシュ

アップ！そして、もちろん今回も昼食は無料です。打ち合わせ中の

お施主様はもちろん、ＯＢのお客様や見込みのお客様と一緒に楽

しむ場としても是非ご活用ください！みなさんの笑顔にお会いでき

るのを楽しみにしています。

来て、見て、一緒に楽しんで！
1

楽しんでいただくのはもちろん、受注のために必要な新商品や業

界情報のご提供も行っています。カタログで見て知っている商品

も、実物を見ることで新しい発見があったり、営業トークに生かせた

り。やはり｢百聞は一見にしかず。｣まずは、ご自身の目で確かめて

みてください。もちろん、無垢一枚板や国産材コーナーは全国屈

指の充実ぶりです！さらに、最近お問い合わせが急増している受

注支援のためのパースや書籍のコーナーも充実。ぜひ各コーナー

にお立ち寄りください。

受注のために必要な情報、
アイテムがここに大集合！
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▲赤身がかった

　おとなしい木目。

■ 日時：2013年3月23日 （土）・24日（日）　9：00～16：00

  〈前夜祭〉3月22日（金）13：00～16：00

　※前夜祭は業者様のみのご入場とさせて頂きます。
■ 場所：岡崎製材㈱総合センター（岡崎市岡町下野川62）
■ TEL： 0564-54-5211

info

▲ビンゴや競りももちろん開催！

▲国産材コーナーは子どもにも大人気！ ▲丸太も登場！

ヘルベントにも大きなテーブル用の　

板が展示されています。 

▲

▲別名アフリカ欅

　とも呼ばれ、

　美しい杢が

　現れることも。

実物の
無垢フ

ローリ
ングを

見て、
触る！

新 もムテイア
！場登



○○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

昨年より、本社敷地内のハウズでは木工教室を

充実させてきました。意外にも主婦の方に大人

気！今では、木工以外のタイルアートなどの教室

も開催しています。工務店様への出張イベント

や、教室スペースの貸し出し、キットの販売なども

行っておりますのでお気軽にお問い合わせくださ

い。教室一覧やお申し込みは、ブログからリンクさ

れたスケジュールページをご覧下さい。

お問い合わせは
リビングスタイルハウズ 担当：寺島または颯田（さった）まで
TEL：0564-51-7700

縁あって、中古を譲り受ける機会に恵まれ、薪ストーブを導入！薪運びや火起こ

しは手間ですが、予想以上に暖かい！さらに、料理にも大活躍です。離乳食用

の野菜をコトコト煮たり、パンを温めたり。もちろん、炉内でピザを焼くこともでき、

人が集まると大盛り上がり！電子レンジの使用頻度が減ったりと、道具によって

ライフスタイルも変わる。と実感しています。

ハウズ木工教室開催中！
ネットからもお申し込みいただける
ようになりました。 薪ストーブって楽しい！

NPO暮らしの教育機構による
｢住まいの学校｣（スマガク）が開校します！

NPO暮ら しの教育機構では、この地域に住むご家族の家づくりを応援

するために４月１日より｢住まいの学校｣（スマガク）を開校いたします。たく

さんの建主さまが情報不足が原因で家づくりを後悔している現実をなん

とか改善したい！という思いで開校される家づくりの学校です。工務店の

皆様には、お施主様の勉強の場や新人教育の場としてご活用いただけ

ればと考えています。

岡崎製材も一部社員が力を貸したり会場として

ハウズを提供いたします。

詳細はHPやブログをご覧下さい。

お の様主施

来 は数者場

を組001

え超 。すまいて

▲薪には良く乾いた広葉樹か、古い住宅
　などを壊した時の建築廃材を利用して
　います。

炉 で内 焼 。ザピく
間を減加火 とるえ違
すでげ焦丸 ）笑（

夏祭りなどの自社イベントもおすすめです。

らかグロブ
。すまきでクンリ

Click!

〒444-0842 愛知県岡崎市戸崎元町4番地

TEL 0564-51-7700

http://ameblo.jp/kurashi-kyoiku/
info

スマガク 岡崎 検索

イベントで儲ける！

夏祭りや、お正月イベントを開催する工務店様が増えて

います。OBのお客様との絆を深め紹介率を向上させた

り、新規のお客様との接触回数を増やすことによって成

約率を高めるという効果が期待できます。人間、やっぱり

よく知っている人に親近感を感じたり信頼を寄せるも

の。まずは、一緒にウルトラ市に参加してみませんか。

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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自然素材部

山本 賢治

仕事で心掛けている事は？Q1

先の人（自分の次の工程の仕事をする人）の事

を考えて仕事をしています。

A

仕事をしていて楽しいのはどんな時？Q2

変な格好の板が嫁に行く時。A

読者の工務店さまにひとことQ3

無垢カウンター、テーブルを探している方は、

まず、岡崎製材へ御相談ください。

A

木材のことなら
私にお任せ！

無垢一枚板物語

厚みが十分あり迫力も満点！畳とも

よく合う栃は座卓にオススメです。

プロは嫌遠してしまいがちな大節で

すが、お施主様には受けがいい！

お値段もお買い得です。

落ち着いた綺麗な色は若い方にも

人気です。木目も美しくお勧めの

一枚です。

ダイニングにはやや小さめですが、座

卓にして食事をするには十分。手触り

もとっても柔らかで人気があります。

若い方に人気のウォールナット。

色がとっても綺麗です。大きめの

サイドテーブルにいかがでしょうか。

いまや伐採禁止の希少な屋久杉。

住宅の中で提案すればお施主様への

インパクト大！香りもとってもいいです。

［トチ］ ¥7,000
940×250-540×53

1 ［セン］ ¥7,500
880×150-470×50

2 ［センダン］ ¥14,000
960×500×57

3

［杉］ ¥25,000
1300×660×86

4 ［ウォールナット］ ¥17,000
535×630-830×50

5 ［屋久杉］ ¥9,000
2000×150×20
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こんにちは。くまちゃんです！
気が付けばもう３月。さくらの季節に
なりつつありますね。倉庫にもいっぱ
い木はあります！ぜひ遊びに来てく
ださい。花は咲きませんけど…。 

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

座卓に
おすすめ！

大きな節も
お施主様うけは◎！

このサイズで
この価格！

大人気樹種が
この価格！

世界遺産を
住宅に！

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！！

今月も先月に続き、とってもお買い得な商品ばかり！ お気軽に現場に取り入れてみてください。

美しい木目！

ユーモア溢れる
素材部の大黒柱！

やさしいと実は女性にも評判の坂

本。木の知識も豊富なため、お客

様からの信頼も厚い。腰が悪いの

と、机の上が片付かないのが玉に

キズですが。

本社に席はありますが、いつも倉

庫＝銘木のあるところにいる山

本。無垢の素材をお探しの時は、

｢けんさん｣にお任せください!

社員紹介 vol.28
自然素材部

坂本 博人

10年後はどんな自分になっている予定？Q1

腰痛がひどく、今のままだと寝たきり老人になっ

ているかもしれなくてヤバイ。でも職業病なんで

す…。よい治療方法をご存知の方は教えてくだ

さい。

A

仕事をしていて楽しいのはどんな時？Q2

相手が自分の名前を覚えていてくれた時。A

読者の工務店さまにひとことQ3

どんどん無垢材を使ってください。A

息子や娘のような銘木とは

▲

いつも一緒にいます。　

猫大好きで、

飼っていた猫です。

TVに出演させようと

頑張ってましたが死んでしまい

現在喪中です。 

と娘と子息

にデンレゲ がのく行

みし楽の冬毎 。すで



Event Calendar!!

…イベント実施日
…休業日

工務店様 活動紹介

３月の年度末。完成物件も多くお忙しい方も多いのではないでしょうか。
これを乗り越えれば春ももうすぐそこまで来ています。今月も一緒に頑張りましょう！
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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！

［水越 枝実子］

〒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！

［岩瀬 雅輝］

〒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】

［阿部 勇人］

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！

［新海 和俊］

３月 March

■ 場所 ：クリナップ岡崎ショールーム

  （岡崎市上和田町正ケン32-1）

　ＴＥＬ ：0564-7-2915

クリナップ岡崎SR
キッチン・バスフェア

３/２（土）・３（日）

■ 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
第６回目

３/６（水）

■ 場所 ：岡崎製材㈱総合センター

  （岡崎市岡町字下野川62）

　ＴＥＬ ：0564-54-3878

春のウルトラ市前夜祭

３/22（金） 13：00～16：00

４月 April

■ 場所 ：岡崎製材㈱総合センター

  （岡崎市岡町字下野川62）

　ＴＥＬ ：0564-54-3878

春のウルトラ市

３/23（土）・24（日）

■ 場所 ：名古屋市港区

  金城ふ頭二丁目2番地

　ＴＥＬ ：052-398-1771

LIXIL『LIXPO2013フェア』
in ポートメッセ

４/５（金）・６（土）

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

ばっちり経営実践塾

４/11（木）

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。

鳥居建築さま

vol.11

西尾市に事務所を構える鳥居建築様は、独立して６年。

年齢も若く、これからどのような家づくりをしていこうかと考えながら、新しいことにどんどんチャレンジしています。

企画内容

年齢もまだまだ若く、独立してまだ6年の鳥居建築様。今回は、まず自分が会社を立ち上げ、

住宅を作っていることを一人でも多くの方にお伝えすることを目的としました。

集客方法

DM ３３３件（１１件は前回のイベントに来てくれた方残りは中学校の同級生。）。

当日来場者数

初日１２組（１組）、二日目１５組（２組）

お客様から頂いた感想

｢外からの見た目より、室内は広く感じた。｣｢和室の襖が両引き分けなのがいいね。｣

｢竹のフローリングが良い。｣など

開催後の感想

工期が遅れ開催を諦めていましたが、竹内君の後押しもあり、なんとか開催。初めての見学会と

いうこともあり、大変でしたが予想以上の来場がありやって良かったと思っています。また、来場

はなくても｢手紙来たよ｣とTELをもらったり、自分の造る家に興味を持ってくれている。と言う事

を聞いたりと、自分が大工をやっていると言う事が、アピールできたのがなによりの収穫でした。

次の物件は時間に余裕をもって、しっかり計画を立てて、より良い見学会を行いたいと思います。

手書き風の
POPも
大活躍。
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スケジュールは厳しかったですが、DMを発送すること
で、直接的な来場だけでなくこちらが伝えたい｢大工とし
て頑張ってます！｣ということが伝えられました。
続けることでどんな反響が出るか楽しみです。

担当：竹内

DMにはこちらの思いが伝わるよう
手紙を同封しました。

４月

日 月 火 水 木 金 土
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和菓子屋さん
という事で、
お施主様の
お店の宣伝にも
なりました。

今回はご要望にお応えして前夜祭も開催し
ます。こちらは業者様限定です。ぜひご来
場下さい。


