
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

パープルハート 【マメ科 広葉樹】vol.30

メキシコやブラジル南部に生育。心材の紫色の木肌が

印象深いですが、実は伐採、製材直後は褐色で大気

に触れることによって徐々に紫色に変化し、さらに古く

なると茶色になっていきます。また、辺材部分もかなり大

きく、色は灰色をしています。心材は仕上げると艶が出

てなんとも美しい仕上がりになることから、ろくろ細工や

寄木細工などに多く用いられてきました。染色の材料と

しても使われています。

木の家に惹かれる理由

木の魅力は｢肌触り｣｢やわらかな見た目｣｢香り｣な

どたくさんあります。そして、その魅力やプリントの商

品との違いはやっぱり体感してもらうこと。フローリン

グでも、サンプルに触れていただくのはもちろん、でき

れば貼った状態で体感、理想的には空間を作って感

じていただくのが一番です。最近では、そういった事

情から自社の事務所をショールームのように造りこま

れる工務店様も増えています。ぜひ、お施主様に｢体

感｣していただく機会を作りましょう！

お施主様に変わらぬ人気がある｢木の家｣。国による国産材の利用に関する優遇などでまた注目が高まっています。また、ハウスメー

カーが苦手とする無垢の豊富な利用は工務店様の得意な分野でもあります。さらに、お施主様もそういった個性ある家づくりを工務

店様に求めています。でも一体、どんな時にお施主様は｢やっぱり木の家っていいなあ。｣と思うのでしょうか。そう思う機会をたくさん作

ることが、工務店の家づくりの良さをアピールすることにもなります。

やっぱり体感！
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新築を取得される方の多くがお子さんをお持ちです。

そして、二言目には｢子供のために｣という言葉が。ま

た、アレルギー体質の子供さんも増えてきており、気

にしている親も多いのが昨今の現実。そこでやっぱり

無垢の木は魅力的に写ります。また、ウルトラ市でも

国産材コーナーの積み木で遊ぶこどもたちは笑顔

いっぱい。木と触れ合い楽しんでいるその笑顔を見れ

ば、｢あー、木の家っていいかも。｣と思うものです。ぜ

ひ、お子様も含めて家族で木に触れ合う機会をお施

主様にたくさん与えてあげてください。そうすることで、

きっと木の魅力、木の家の魅力が伝わります。

子供の笑顔が一番の喜び！
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▲木目はおとなしい。

　紫色がインパクト大。

▲ハウズのキッズコーナーはJパネル。
　その柔らかさが最高に心地よい。

ウルトラ市でも注目の的となった　

パープルハートのテーブル。 

▲

▲パープルハート

　製材の様子。

　製材時は甘い

　香りがします。

工木 教室の
勧おも催開 め。
手おでズウハ 伝いも
。すまし致

ヘルベントの無垢の
床もお施主様から

問い合わせがあります。

ウルトラ市の
積み木コーナー。
笑顔がたまりません！



○○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

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！

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｢住まいの学校｣(スマガク)を開校いたしました。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た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してい

ます。開校日の4月6日（土）は｢ローン基本講座｣ご参加頂いた方からは、

｢そうだったの！？｣｢建てる前に勉強しなきゃ！と思いました。｣などのご感想

を頂いています。

工務店様も勉強のためにとご参加頂いた方や、お施主様をお連れした

いとおっしゃってくださる方もいらっしゃいました。ぜひ御社の営業活動や

社員教育にお使いください。

3月23日（土）・24日（日）に春のウルトラ市を開

催しました。今回は22日（金）に前夜祭も開催！3

日間でお施主様293組、工務店様370組の方

にご来場いただきました。本当にありがとうござい

ます。次回の夏のウルトラ市に向けて、さらなるパ

ワーアップを目指します。これからもよろしくお願い

します。

最近の間取りのトレンドは｢玄関収納｣や｢パントリー｣だそうです。また、｢収納の

多さ｣を訴える住宅もよく見かけます。でも個人的には｢？｣モノってそんなに必

要？限られた敷地と予算であれば、それよりも広いリビングやウッドデッキが欲し

いなあ。と思ってしまいます。あくまでも個人的な意見ですが…。でも、ひとりひと

りがトレンドに流されず、家づくりを機会に自分の本当にしたい暮らしを見つめる

ことが｢納得いく家｣につながる気がする今日この頃です。

2013春のウルトラ市を開催しました。
ご来場いただき
ありがとうございました。 モノより思い。

超かんたん経営塾でも計画表の発表をし合っています。

HPから講座の最新情報などを見ていた
だけます。お申し込みも可能です。

ウ も市ラトル

計間年 てれ入に画

施お を様主

も方るいてし員動

。すまいてえ増

市内各所でリーフレットを設置しています。
必用な方は御連絡いただければお渡しします。

▲今回初登場の
　もちつき大会も好評！

競りも大盛り上がり！ 

▲

▲ビンゴマンは今回も
　もちろん登場。

▲私もメンバーになっているNPO暮ら しの教育
　機構でも、家族の価値観を再度考える講座も
　提供しています。

▲ちょっと宣伝…（笑）。「住まいの学校」のブロ
　グも担当しています。ぜひ、「スマガクブログ」で
　検索してみてください。

年間計画で儲ける！

ダイレクトメールやＨＰ、現場見学会などをやろう！と思い

ながらなかなかやれない。やろうと思うけど、どれぐらい費

用をかけたらいいのか分からない。そんな声をよく聞きま

す。年間で行事の計画や販売促進費の計画を立てるこ

とで、計画的な経営が出来ます。まずは緻密な計画から！

そして強い意志で実践です！一緒に頑張りましょう。

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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西三河支店

大角 真登

10年後はどんな自分になっている予定？Q1

多分ハゲては無いと思う。

ちょっと腹が出てるくらいかな。

A

仕事をしていて楽しいのはどんな時？Q2

自分のした事、物が形になった時。A

読者の工務店さまにひとことQ3

これから建築業界は厳しい状況になります。

一緒に成長そして一緒に繁栄していきましょう。

A

新米パパは仕事も
子育ても頑張ります！

無垢一枚板物語

とっても綺麗な杢が現れています。

この価格は絶対お買い得！

綺麗な四角をしているとても使いや

すい一枚。大きな欠点もなく、おす

すめです。

正直、なににおすすめとは言いがたい

ですが…。アイディア次第でかなり面

白くなるのでは！？お買い得価格です！

形も木目も素直で綺麗。厚みも十

分にあり、香りも存分に楽しむこと

ができお施主様には人気です。

サイドテーブルにおすすめサイズ。

木目も力強く、お施主様うけも◎！

ぜひご提案ください。

価格もお手ごろ！女性にも人気の

カバです。耳を残してカウンターに

使うのがお勧めです。

［タモ］ ¥9,500
1020×320×44

1 ［トチ］ ¥15,000
1040×450×51

2 ［タブ変木］ ¥4,000
1100×200×35

3

［杉］ ¥10,000
1020×450×52

4 ［屋久杉］ ¥30,000
950×500-600×27

5 ［カバ］ ¥8,000
1600×300-360×30
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こんにちは。くまちゃんです！すっかり
初夏となり汗ばむ日もありますが、
まだまだ気持ちいい陽気ですね。
倉庫も過ごしやすい気温ですよ（笑）
ぜひ遊びにいらしてください。

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

最高の杢目！
座卓に

超おすすめ！
杉の香りが
楽しめます！ 貴重な屋久杉を

この価格で！

カウンターに
お勧め！

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！！

今月はお買い得なばかりでなく、木目や形も使っていただきやすいものを選びました。ぜひご活用ください。

使い方は
アイディア次第！？

期待の中堅！？
いつも優しく真面目な阿部。後輩

も続 と々増え、そろそろ中堅！？これ

からは今まで以上にお客様に感

謝される仕事を目指します。

今年パパになったばかりの大角。こ

れまで以上に仕事にも励んでいま

す。仕事のアドバイスはもちろん、子

育てのアドバイスもお願いします。

社員紹介 vol.30
西三河支店

阿部 勇人

仕事で心掛けている事は？Q1

向上心を持ち続ける。A

.仕事をしていて楽しいのはどんな時？Q2

お客様から「ありがとう」の言葉を頂いた時。A

読者の工務店さまにひとことQ3

お客様の力になれるよう成長していきますので宜しくお願い致します。A

子供が生まれる前に行ったタイ旅行。

▲趣味はスロット。
　お店で見かけたら声をかけてください。

もう一つの趣味は旅行。

写真は伊勢神宮に

参拝したときのものです。

子一第いいわか の

子の男 。すで



Event Calendar!!

…イベント実施日
…休業日

工務店様 活動紹介

５月になり、暑さを感じる日も増えてきましたね。
でも、まだまだ外の作業が気持ちいい季節。今月も一緒に頑張りましょう！よろしくお願いします。
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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！

［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］

５月 May

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

超かんたん経営塾

５/15（水）

■ 場所 ：ポートメッセナゴヤ （愛知県名古屋市港区金城ふ頭２丁目２）

　ＴＥＬ ：052-398-1771

グリーンリモデルフェア2013
（TOTO　大建　YKK） In ポートメッセ

５/17（金）・18（土）

■ 場所 ：TOTO岡崎ショールーム（愛知県岡崎市竜美西１丁目１０-２）

　ＴＥＬ ：0564-59-5320

TOTOショールームフェア
岡崎製材主催

６/８（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
第５回目

６/18（火）
６月 June

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。

ばっちり経営実践塾

vol.12

昨年10月から始まった｢ばっちり経営実践塾｣。

２ヶ月に１回のペースで１年間鬼山コンサルティングの鬼山先生の講義を行っています。

お取引のある地域工務店様、みなさんに営業や企画の力を付けていただきたい！と昨年10月より２ヶ月に一度、鬼山コンサルティングの鬼山先生を講師と

してお迎えし、半日セミナーを開いています。住宅会社に特化し、実践することを目的にされた講義に毎回みなさん食い入るように聞き入っています。営業

トークや資金ギャップの埋め方、展示会の運営やチラシの作成に到るまで、各回様々なことを学びます。実際に実践し、お客様の反応が出ている工務店

様もいらっしゃいます。

参加工務店様数 26社50名　毎回、ほぼみなさんが出席いただいています。

感想

など喜びの声を頂いています。

私はこれまで数多くのコンサルの先生の講義をお聞きし
てきましたが、地域工務店の皆様に聞
いて欲しい！と一番強く感じたのが鬼山
先生でした。そこで今回このような会を
作らせていただきました。まだまだ講義
が残っていますので、最後までしっかり
と聞き、吸収していただければ幸いです。　担当：八田社長

６月

日 月 火 水 木 金 土

実践しやすい
内容が毎回とても
勉強になります。

教えていただいたトーク内容で営業してみたら、
すぐに案件化。やっぱり、教えていただいたことを
きちんと実践することが大切だと実感しました。

様々な質問に的確に
答えをくださり、悩んでいたことが
解決されました。

５月

日 月 火 水 木 金 土
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▲毎回テキスト外の情報もいっぱい！ ▲会場はいつも満員。▲社員も立ち見参加です。


