
気温も下がり、やっと涼しくなってきましたね。私事ながら、10月から新しい期がはじまります。
心機一転、今期もどうぞ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！

2011.10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！

［伊藤 達哉］

〒470-0373 愛知県豊田市四郷町天道45-10
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！

［川里 美香］

〒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】

［吉良 果］

Event Calendar!!

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

栗 【ブナ科　落葉広葉樹】vol.12

木 の 豆知識

木目がはっきり出た美しい座卓

▲

もともとは日立グループに属していたその技術

力を生かし「かしこく住まう」をテーマに、確かな

品質のものを、ムリなく生活に取り入れ「ムリ

なく、ムダなく、自分らしく」を創造する住宅機

器メーカー。環境への配慮から、エコキュート

や浄化槽まで販売しています。また、充実した

アフターサービスも魅力です。

さまざまなメーカーが出しているエコキュート。その中でも、ハウステックの高水圧タイプは、水道

直圧給湯なので２カ所で同時にお湯を使っても十分な給水が得られます。子供たちがお風

呂に入っていると、台所のお湯がちょっとしか出ない…なんて悩みもありません。家族が多い

方にはおすすめ。また、2階や３階でのお湯

の使用がある場合

も、この水道直圧

式なら安心です。

家族が多い家庭におすすめ！

地域のサービスセンターを持っており、

対応がスピーディー。なんかあった時も

24時間365日修理の依頼を受け付け

てくれます。また、日曜や祝祭日も修理

訪問をしてくれる。というのも、共働きの

多い昨今ではうれしいサービス。アフ

ターメンテナンスを気にするお客様に

ぴったりです！

アフターサービスも充実！

［ハウステック］

vol.7

【4日】 みかわ百年 1・2期
【5日】 みかわ百年 3期
みかわ百年の家プロジェクト
第４期募集セミナー

10/4（火）・5（水）  17：30～19：30

■ 場所 ：岡崎製材本社２階会議室

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

【1日】 みかわ百年 1・2期
みかわ百年の家プロジェクト
第４期募集セミナー
【2日】 みかわ百年 3期

11/1（火）・2（水） 17：30～19：30

■ 場所 ：岡崎商工会議所401号室

  （岡崎市竜美南1-2）

　ＴＥＬ ：0564-53-6161

こだわり商品フェア
話題のあの商品から、見たこともない驚きの

商品まで、岡崎製材スタッフが独断と偏見で

えらんだこだわり商品が大集合！ でも、これが

意外と毎回好評です。ぜひご来場ください。

10/27（木） 10：00～16：00

■ 場所 ：岡崎商工会議所 ２階中ホール

  （岡崎市竜美南1-2）

　ＴＥＬ ：0564-53-6161

総合センター
の平松です！

エコキュートや
浄化槽まで

揃ってしまうハ
ウステック！

アフターも充実
しているので、

販売する私も
安心です。

総合センター
の平松です！

エコキュートや
浄化槽まで

揃ってしまうハ
ウステック！

アフターも充実
しているので、

販売する私も
安心です。

…イベント実施日
…休業日

11月
日 月 火 水 木 金 土

いつでも

お客様の

味方です！

2011

10

▲黄色っぽい

　木肌は年月と

　ともに黒褐色に

　変っていきます。

［岡崎ショールーム］ 

上地2-19-2　水曜定休／10:00～17：00

TEL:0564-71-2508

▲大きな栗の樹の下で～♪という歌でも

　有名です。

10月
日 月 火 水 木 金 土
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秋になると必ず１度は口にする栗の実。その栗の実がなる木は、

家具用材や建築用材として古くから用いられています。腐朽菌

に強いことからかつては建物の土台や、鉄道の枕木としても多く

使われていました。ただし、大径木に育ちにくく、まっすぐの木が

少ないこと、堅く加工が難しいことから、近年は姿を見ることは少

なくなりましたが、その力強い木目の美しさからファンも多く、家具

材としては根強い人気があります。

一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。
岡崎製材 検 索

▲給水元圧が同じで比較すると、お湯の量はなんと1.6倍！

いままではできなかった

▲

３階でのシャワーや

お湯はりができます。

10月 October

タカラフェア in 岡崎SR

10/29（木）・30（金） 10：00～18：00

■ 場所 ：タカラスタンダード岡崎ショールーム

  （岡崎市上地6-16-1）

　ＴＥＬ ：0564-55-3360

秋のウルトラ市
今年もやります！ 秋のウルトラ市！ 今回

はどんな企画や展示が現れるかこうご

期待…今回もぜひお施主様と一緒に

ご参加ください。告知や集客のお手伝

いもお気軽にご相談くださいね。

11/19（土）・20（日） 9：00～16：00

■ 場所 ：岡崎製材総合センター（岡崎市岡町下野川62）

　ＴＥＬ ：0564-54-5211

11月 November
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今回で４回目になる「こだわり商品フェア」。だいぶお客様にも浸

透し、ファンもついてきた岡崎製材イチオシイベントです！ 通常の

市やウルトラ市とは異なり、販売会ではなく、岡崎製材スタッフが

おすすめする「こだわり」のメーカーや新商品をご紹介する展示

会。見ているだけでワクワク！ 説明を受けてへー。と納得する、そ

んな刺激的な展示会です。

10/27（木）「こだわり商品フェア」開催！

昨年10月に開催した第3回の「こだわり商品フェア」では、なんと９８％の方に「参考になった」と言って頂きました。また、出展

メーカーの方にも「こんなに熱気のある展示会久しぶりです。」「みなさん、熱心に聞いて頂けてうれしいです。」というお声も頂き

ました。今年も昨年を上回る充実感のある展示となるようただいま企画中です。新しい発見のある、明日の受注に役立つ、仕事が

楽しくなる、そんな１日にしたいと思います。昨年ご来場頂いた方はもちろん、「どんどん

新しいことに取り組みたい！ お施主様が満足してくれるいい家をつくりたい！」というまだ

ご来場頂いた事のない方も、是非お越しください。当日は、混雑が予想されますのでご

来場予定の方は、お手数ですが別紙用紙にてお申し込みをお願いいたします。

ご来場者の98％の方に
「参考になった」と言って頂きました！

新商品や面白い商材が大集合！1

2

思わず手にとる商材がいっぱい！

■ 日 　　時：2011年10月27日 （木）10：00～16：00
■ 場　　所：岡崎商工会議所 ２階中ホール

 　（岡崎市竜美南1-2　TEL：0564-53-6161）
■ お問合せ：岡崎製材本社　0564-51-0861　または担当営業まで

info

▲「この部屋暑くない？」というほどの熱気でいっぱい！

▲社員も思わず食いつく。 ▲熱く語ります！

▲詳しいデータや

　施工方法もご説明

〒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！

［神谷 昭伍］



お客様の声で儲ける！

○○で
儲ける！

他社と比べて、御社のいいところはなんですか？と聞か

れてなんと答えますか。さまざまな思いはありますが、お

施主様に聞いてみると決め手となったのは意外と全

然違ったりするものです。でも、それが本当の強みであ

り、販促などで使うと最も反応の良い部分。答えはい

つもお客様の中にある。その声を聞くと、新しい強みが

見えるかもしれません。でも、どうやって聞くの？というか

たはお気軽にご相談ください。

あなたにピッタリの組み合わせは？

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

3月に大幅リニューアルしたホームページですが、こ

の度さらなる改善をしプチリニューアル！ 最新のイベ

ント情報やセミナー情報もトップページからアクセス

しやすくなりました。セミナーの申し込みなどもしてい

ただけます。ご好評の社長コラムや、もちろんこのぬ

くもり新聞の過去の記事も掲載しておりますのでぜ

ひご覧ください！

答えはいつもお客様のところにある

▲冷えるキッチンの足元の
　床暖房はタイルに。
　清掃性もよく、遠赤効果で
　広いLDKもぽかぽかに。

業界
情報！

第4期みかわ百年の家
プロジェクト募集開始
「みかわ百年の家プロジェクト」とは、地中熱利用のシステムを使った高

性能住宅の探求を行うプロジェクト。建築に関する現象を自分たちで科

学的に検証をしながらよりよい家づくりをしていこうという取り組みです。

ご興味のある方は、別紙お申し込み用紙をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

開催概要： 10月5日（水） 17：30～19：30

場　　所： 岡崎製材本社2階会議室（岡崎市戸崎元町4-1）

開催概要： 11月1日（火） 17：30～19：30

場　　所： 岡崎商工会議所401号室（岡崎市竜美南1-2）

そんな方は、まずは募集セミナーにご参加を！

今回のセミナーでは、プロジェクトの顧問で

ある岡田先生に、科学的な考え方に基づく

さまざまな事例をお話しして頂きます。これま

での実験や検討の結果を惜しみなくオープ

ンにしますので、ぜひご参加下さい。

岡崎製材ホームページ
プチリニューアル

イベントやセミナー情報が
見やすくなりました。

▲自家設をされた

　工務店様の声をチラシに。

　共感していただけましたか？

「自然素材部」って何？

本社、センター、蒲郡、西三河、音

羽に在庫及び拠点を持ち、無垢材

の保有枚数は県内一、全国でも最

大級の品揃えです。製材工場、加

工場を持っていますので原木から

製品まで一貫した生産が可能で

す。平均年齢は岡崎製材の中で最

も高い部門ですが、お客様に良材

をお届けするため毎日汗を流して頑

張っています。

元気いっぱいの

声が響く支店です！

自然素材部 
  0564-51-0

861

無垢材の
エキスパートです。

木のぬくもりを
多くのお客様に感じて
いただけるように♪
無垢一枚板の発送準備、

在庫整理を主に行っていま

す。まだまだ未熟者ですが木

のプロとして誠心誠意取り

組んでまいります。なんなり

と、ご要望をお寄せください！

自然素材部／丸野 泰宏

使う人の立場に立った
愛されるモノづくりを
目指します。
テーブル、カウンターなどに

使われる無垢一枚板の仕

上げ加工に従事していま

す。さまざまな樹種の魅力を

引き出し、お客様に末永く愛

される物作りを目指します。

自然素材部／倉澤 真

昨日の自分には
負けません！
日々成長がモットーです。
加工場で勤務しています。

主にテーブル天板やカウン

ター等の加工をしておりま

す。よりよい製品をお届けで

きるよう目の前の仕事に手

を抜かず、日々成長し続けた

いと思います。

自然素材部／梅岡 芳行

自然素材部の商材はここからはじまります。

自然素材部の商材はここからはじまります。

ケヤキをお
探しなら

音羽へおこ
しください

。ケヤキをお
探しなら

音羽へおこ
しください

。

○ 他社と差別化したい！ がなかなか思い当たらない。
○ 自分の代になったが、どうしたらいいか迷っている。
○ 高性能住宅を探求したい！
○ 相談できる仲間がほしい！ 新しいことに取り組みたい！

無垢一枚板物語

ちょっとづつ涼しくなり、床暖房の文字を目にするようになってきました。一言で

床暖と言っても多岐に渡り、ユーザーは迷うところ。電気式か温水式かというこ

とに目が行きがちですが、床暖房の上の仕上げ材によっても、少し効果は変わり

ます。タイルにすると遠赤効果で体が芯から温まったり、保温性の高い無垢材

だと切ってからも温かさが続いたり。機能や特性を踏まえ、そのお客様に合った

ご提案をぜひ！

打合せツールとしても
使えるお客様の
声を載せた事例集

▲

岡崎製材オリジナル
フローリングにも

床暖房対応品あります！
チークが一番人気！

形の良い幅広材でこの価格はオド

ロキ！ ダイニングテーブルにぴったり

サイズです。

独特の香りがするカヤ。工芸品など

にも使われる美しい木です。壁付け

カウンターサイズです。

磨くととってもきれいなトチ。

この形を生かして座卓にいかが？

木目も素直で形も綺麗な一枚。

ちょっと小ぶりなダインングテーブ

ルには十分です！

65ミリ厚という重厚感たっぷりの一

枚。抜群の存在感を放つこと間違

いなし！

耳の部分にちょっと個性があり、無

垢が好きなお施主様におすすめの

座卓サイズの一枚です。

［ツガ］ ¥140,000
2080×950×58

1 ［カヤ］ ¥25,000
1800×420×58

2 ［トチ］ ¥25,000
1500×430×48

3

［ブラックウォールナット］ ¥88,000
1320×600～700×50

4 ［杉］ ¥100,000
1200×430×65

5 ［桂］ ¥24,000
1460ｘ630ｘ65

6

自然素材部のくまちゃんです。新しい
期がはじまり心機一転！今期もたくさ
んの方に出会えるのを楽しみにして
いますので、お気軽にお声かけくださ
いね！

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！

1
3

4 5
6

アイディア次第！

幅広テーブルに！
香りも楽しんで！

人気の樹種です！

重厚感
たっぷり！

座卓に
おすすめ！

2

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、座卓やダイニングテーブルサイズのものを中心にご紹介します。

空間を引き締める１枚としてぜひご提案ください！

ヘルベントのテーブ
ル

などはここで作られま
すヘルベントのテーブ
ル

などはここで作られま
す

総合センター倉庫内。

素材部最大の拠点です。
総合センター倉庫内。

素材部最大の拠点です。

丸野 泰宏

倉澤 真
梅岡 芳行

岡崎製材 検 索

ここから
最新セミナーや
イベント情報が
ご覧になれます！


