
２月に入り、益々寒い日が続きそうですが、
寒さに負けず頑張りますので今月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！
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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！

［赤沼 由美子］

〒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！

［山崎 英樹］

〒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】

［村松 真由美］

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

松 【マツ科　常緑広葉樹】vol.16

木 の 豆知識

岡崎市福岡町土呂神社の松

▲

樹齢250年　樹高15m　

ヘルベントに引き続き、住設ではありません
が、「木のショールーム」ということでHOW’Sを
ご紹介いたします。岡崎製材本社横にある
ホームセンター。といっても、日用品などではな
く木材やDIYに役立つ工具や園芸用品を中
心に扱っています。その名の通り、何か作りた
いと思って行けば、材料とHOW(ノウハウ)が
見つけられる！そんなお店です。

木材の品揃えを聞きつけて、県外からもいらっしゃる方がみえる
ちょっと変わったお店です。屋久杉や黒檀などの希少材や通常の
ホームセンターではないような変な形、大きさの木材も各種店頭展
示しています。木工初心者から大工さんや木工家などプロまでさまざ
まなお客様がいっぱい！ニッチの材料やちょっとしたカウンター材など
実物を見て探したい時には是非ご来店ください！

初心者からプロまで集まるお店！

奥様受けのいい、カントリー調のスイッチプレー
トやスイッチ、洗面ボウルや紙巻器などを施主
支給品としてご購入いただくユーザーさんも増え
ています。雑誌に載ってるこんなの付けたい！な
んて相談された時にはお力になれるかも！？お気
軽にお問い合わせください。

スイッチプレートや洗面ボウルも
おすすめです。

［リビングスタイル ハウズ］

vol.11
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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！

▲ヤニが入ることもある
　力強い木目

昭和61年まで6本だったが、

▲

松食虫の被害で　
枯れてしまったそうです。　

しかし、その一部がいまでも　
保存展示されています。　

松には、アカマツやクロマツ、ゴヨウマツなどさまざ
まな種類があり、総称して「松」と呼ばれています。
本州、四国、九州に自生し、建築部材として寺社
や民家問わず構造材の中心として使われてきまし
た。また、薪としても火が長持ちすると重宝され、
葉っぱも火付けとして使われました。さらに、神が
宿るとして門松飾になったり、時には松林でマツタ
ケを採ったりと日本人の暮らしに密接に関わって
きた木です。

一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。
岡崎製材 検 索

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

みかわ百年第４期

2/8（水）

リフォーム本気塾
【断熱材工場見学】
断熱材メーカーの工場を見学し、リ
フォーム時の断熱材充填方法やその効
果を勉強します。

2/15（水）
2月 F e b r u a r y

【6日】みかわ百年第1～3期
【7日】みかわ百年第4期

3/6（火）・7（水）
3月 Mar c h

例えば、最近人気なのは薪ストーブ。人ってやっぱり火のあるところに
自然に集まるようです。家族の団欒の中心になったり、暖房や調理
器具としてももちろん有効。雑誌などでもよく見かけますよね。また、薪
ストーブを求める人はやっぱり自然を愛する方が多く、無垢の内装材
や建具を選ばれる方が多いようです。薪ストーブのある家なら、そこで
集まれるようにLDKを広く取ったり、無垢の内装材や、薪置場のある
外構を提案したり…。ただ薪ストーブでなく、それを取り巻く暮らしを想
像して是非一緒にご提案ください。

書店に行けば、いわゆる建築のプロ向けの書籍のほかに住宅やライフスタイルに関わる女性向けの雑誌がかなり多く並んでいま
す。雑貨の紹介のものも勿論ありますが、リフォーム金額が分かるものやリノベーションという暮らし方を提案するもの。地産地消や
自給自足といった地域に根ざした暮らし方を提案するものなど、本当に多種多様。それだけさまざまな価値観や客層が存在している
のだと思います。そして、そういったニッチのニーズにこたえられるのはやはりハウスメーカーでなく、地域工務店。「家」という商品を売
るのではなく「ライフスタイル」を提案してみませんか。

暮らしの提案が求められています

薪ストーブのある暮らし
1

かつては、家は日々の暮らしの中心であり、休日は
出かけた先で楽しむというのが一般的でしたが、
今は「家で楽しむ」という考え方も普及していま
す。薪ストーブで子どもとピザを焼いてみたり、ウッ
ドデッキで友達とバーベキューをしたり、自分たちで
壁を塗ることを楽しんだり、家庭菜園をしたり。た
だ、快適に家事をして寝る場所ではなく、時には
テーマパークのように家族とゆったり「楽しめる」
家も求められているようです。

住まいを楽しむという考え方
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！

［川澄 清徳］

［ヘルベント］
戸崎元町4-1　年中無休/8：00～19：00
TEL:0564-51-7700

陶器製のかわいい物が

▲

奥様に人気があります。　

▲銘木端材の品揃えは
　全国有数。

▲親子でピザを焼き、
　コミュニケーションの場にもなります。

ハウズでも薪ストーブ体験会を

▲

開催しています。子連れから　
シニアにまで人気があります。　

▲ウッドデッキで食事をすることを考えると、
　自然塗料の商材が最適です。

▲家庭菜園用に雨水タンクの提案も好印象。
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超かんたん経営塾
各社のセールスポイントを考えよう！ロー
ン相談について勉強しよう！
■ 場所 ：岡崎製材本社
  （岡崎市戸崎元町4-1）
　ＴＥＬ ：0564-51-0861

3/8（木）

リフォーム本気塾
【耐震改修工事】
今、需要の多い耐震改修工事の必要
性や方法を学ぼう！
■ 場所 ：岡崎製材本社
  （岡崎市戸崎元町4-1）
　ＴＥＬ ：0564-51-0861

3/15（木）



○○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

岡崎製材本社サイトをプチリニューアルしました。
『リフォーム本気塾』や『超かんたん経営塾』など工
務店支援サービスの情報を追加しています。また、
新しく｢がんばろう！地域の工務店｣というブログも
立ち上げました。真面目な話題から、社員の裏話ま
で掲載しています。是非アクセスしてみてください。

無垢一枚板物語

ただいま20代後半の私。子育てをする専業主婦の友達も多いです。彼女たち
と話をすると「口コミ見てから買おうかな。」「ブログでよく見るよね。」「とりあえず
検索してみる。」という言葉が出てきます。もはや、情報を完全にネットに求めて
います。きっと、家を買う時も「検索して口コミを見る。」のでしょう…。もちろんそ
れだけではありませんがそこへ向けての情報発信は欠かせないな。と実感して
います。

まっすぐで使いやすい形。座卓や
ベンチにどうぞ。

和でも洋でも良く似合うお施主様
に人気の樹種です。

価格もお手ごろで使いやすい一枚
です。

和室に一枚あるとインパクト抜群。
個性的なものをお探しの方に。

片耳を落として飾り棚にお勧めの
厚みとサイズです。

カウンターにもぴったりのサイズ！
価格もお手ごろです。

［ヒノキ］ ¥58,000
1700ｘ510ｘ64

1 ［カエデ］ ¥35,000
1250ｘ470ｘ64

2 ［ナラ］ ¥28,000
1500ｘ490ｘ54

3

［イチョウ］ ¥45,000
2010ｘ610ｘ65

4 ［杉］ ¥9,800
2000ｘ330ｘ42

5 ［タモ］ ¥20,000
1800ｘ400ｘ41

6

こんにちは。くまちゃんです。
まだまだ、寒い日が続きますね。会社の
緑ジャンバーが手放せない季節です。
みなさんも、風邪には気をつけてくだ
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

まっすぐで
綺麗な一枚！

香りが抜群！
このツヤが
やみつきに！

コブが特徴！ お手ごろ
価格！

オススメの
一品！！

2

大きな倉庫にたっぷり詰まった一枚板の中からオススメをセレクト！
今回は形のまっすぐな使いやすそうなものを選んでみました。
でも、価格はお手ごろなものばかり。お施主様に是非ご提案ください。

岡崎製材ホームページ
プチリニューアル

情報収集も多様化

●属性別インターネット利用率 ●インターネット普及率の推移

打ち合わせスペースで
儲ける！

同じコーヒーでも、ホテルのラウンジと町の喫茶店では
価格が違う。でも、その雰囲気やサービスに納得して
人は高いコーヒー代を支払っています。それは住宅で
も同じ。おしゃれな打ち合わせスペースでする打ち合わ
せと、作業場の一角で打ち合わせをするのでは、受け
る印象が違います。どちらにより高い価格を払っても
いいと思えますか？内容はもちろんですが、どこで見せ
るかも大切です。

「優良住宅ねっと愛知」に
ご参加ください。

国土交通省の方針が決まりました。

※加入方法など詳細は、各営業よりご説明させていただきますので
お気軽にお問い合わせください。

▲打ち合わせをしながら
　家具なども見られます。

日本の人口の78.2％がインターネットユーザー。なかでも、住宅所得層の
20代～40代では平均96.3％また、世帯年収に比例して上がっています。

▲大阪のある工務店さんの打ち合わせ
　スペース。カフェも併設しています。

▲おくどで炊く
　ご飯のサービスで、
　暮らしを体感して
　もらっています。

▲2歳の孫です。子どもの成長はすさまじい！
　負けないように日々変化と成長をしなければ！
　と会うたびに感じています。　

平成24年度の国土交通省の方針は

この一環として、これまで住宅会社や工務店単体に出ていた補助金が
「地域連携型住宅をブランド化させる活動を行う団体」に出ることになり
ました。その団体とは、地域材を流通させる地域住宅建材流通店と地域
工務店の団体のことです。そこで、その補助金の受け皿として岡崎製材
では「優良住宅ねっと愛知」を発足いたします。また、補助金の受け皿とし
てだけではなく、加盟店様とともにさまざまな技術講習会や商品講習会を
通してよりよい家作りを目指していきたいと思っていますので、ぜひこの
「優良住宅ねっと愛知」にご加入ください。

①木造長期優良住宅の推進
②リフォーム強化
③省エネ・ゼロエネ化

岡崎製材（株） 検 索

がんばろう！ 地域の工務店 検 索

工務店サポート
というページを

新設

各種セミナーの様子は
もちろん、受注のヒントと
なるような最新情報や
社員裏話を掲載。

「生涯現役です！」
今年84歳を迎えた会長。まだまだ元
気です。杖を突きつつも社内はもちろ
ん、時にはお客様のところや県外の
木材市場にも精力的に出向き、その
エネルギーは衰えることを知りません。

社員紹介 vol.2
会長

八田 源也

仕事をしていて楽しいことは？Q1

やっぱり、材木を見ているとあっという間に時間
が過ぎるねえ。また、ハウズの売場なんかでわざ
わざ遠方から足を運んでくれるお客様と話をし
たりするとありがたいなあ。と思います。
あとは、丸太や製品の市の下見はやはり楽しい
です。

A

読者のお客様にひとことQ2

この年になっても、まだまだ知らないことばかり。生涯勉強、日々勉強
です。一緒に頑張りましょう！

A

市場にて。

▲

熱心な下見は市場でも　
名物となっています。　

▲今では大きくなった孫が7人。
　昨年末にははじめてのひ孫が誕生。
　長生きはするものです。

▲原木の競り市にて。
　あの競り子の声と丸太を見ると
　ついつい血が騒いでしまいます。

「丸太のことから、
財務までお任せください！」
岡崎製材はこの人なしでは成り立たない！丸
太の仕入・製材から財務までこなすスペシャ
リスト。「超かんたん経営塾」では財務の講
師を務め「分かりやすい！」と評判です。

社員紹介 vol.3
常務取締役

髙浦 義広

仕事をしていて楽しいことは？Q1

やっぱり、お客様に「ありがとう。」とか「助かっ
た。」言われた時。そうやって感謝の言葉がある
から仕事を続けられるんだと思います。あとは、
製材してていい杢が出たときかな（笑）

A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

64歳なので…。まだ年金もらえないのかな。会社の隅のほうで縁の
下の力持ちをしていられたら。そして今と変わらず生き生きと原木や
丸太見て興奮していたいです。

A

読者の工務店様にひとこと！Q3

変化の時が来ているのは確実。で
も、大きく変わるのは文字通り「大
変」変われるところから少しずつでも
変化、進歩していきましょう！

A


