
５月に入り、すっかり春！現場では汗ばむことも多くなってきましたが、
気持ちいい風に吹かれて今月も一緒にがんばりましょう！

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。
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Event Calendar!!

工務店様 活動紹介
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

ブビンガ 【マメ科】vol.19

木 の 豆知識

豊田市で元請を行い、自分で大工仕事もこなす新実建築様。今回、久々にチラシを折り込んで見学会

を行いたい。という事で、岡崎製材がお手伝いさせていただきました。

企画内容： 当初は、来場の上ご成約のかたに大黒柱サービスを考えていましたが、若い人への訴求力がな

いという八田社長のアドバイスで無垢のテーブルの展示を同時開催！で集客することにしました。

「せっかく、無垢の家を造るのだから、家族で囲むテーブルもあたたかみのあるものにして欲しい。」

そういう理由でのテーブル提案です。実際に来場されてじっくり話の出来た方には、完工祝いで

プレゼントします。と伝えると驚いていただけました。

集客方法： 豊田市内新聞折込 16,000部　下請業者さん15社にチラシを手渡し

 ＯＢ客様へお便り 48通　同級生へお便り 30通

 区画整理のかかっているところにポスティング

 当日は、いたるところにＰＯＰを配置して現場のこだわりを説明

来場者数： 2日間で折込チラシ 9組　ＯＢ客様 10組　その他 21組　合計40組のご来場

感　　想： とにかくやってよかったです！第三者の立場から色々アドバイスして頂きありがとうございました。

（有）新実建築さま
［豊田市］

vol.1

…イベント実施日
…休業日

いつでも

お客様の

味方です！

▲動きのある木目と

　赤い色。

▲赤と白がくっきり分かれているのが

　特徴。ハウズ店内にもテーブル用

　サイズの材料があります。

アフリカ産の木材の中では比較的有名なブビン

ガ。岡崎製材の倉庫にも数多く置かれています。

心材と辺材の色がくっきりと分かれているのが特

徴的。真っ赤な色もとてもインパクトがあります。赤

道直下の地帯でまっすぐな大径木に育つ為、日

本でも太鼓の胴などに用いられています。また、

テーブルやカウンターとしても使い勝手がよく人気

があります。ダイニングテーブルに巾広の大きな一

枚を入れたい！そんな方にお勧めです。

一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。
岡崎製材 検 索

6月 June

5月 May

前回も新商品コーナーでご紹介したパナソニックから発売の｢創蓄連携システム｣。お問い合わせが多かったので、再度ご紹介

させていただきます。スマートハウスの要ともいえる蓄電池ですが、これまでは一部分譲住宅でしか搭載されていませんでした。し

かし、続 と々現実的な価格で発売され、さらに市場のニーズが高まることが予想されています。今回パナソニックから発売された

このシステムは、太陽光発電、リチウムイオン蓄電池ユニット、直流から交流に変換するパワーステーションをセットで使い、創る、

蓄える、使うを見える化し、生活スタイルに応じて電気を「買う」、「蓄える」、「蓄えた物を使う」を選択できるようにしたものです。停

電時にはコンセントの差し替えなしで必要な機器に通電を行うのはもちろん、通常時の夜も電力会社から電気を買うのか、昼間

蓄えた電力を使うのか、はたまた安い深夜電力を蓄えるのかを選択できます。太陽光発電を搭載される方、災害時の備えを重視

される方、環境への配慮に重きを置いているお施主様にはぜひご提案を！

｢スマートハウス｣関連商品続々登場！

お施主様注目度アップ間違いなし！1

昨年からご紹介している電気自動車用コンセント。

ハウスメーカーの住宅では、常識になりつつありま

す。電気自動車にしたけど家にコンセントが無い！で

はちょっと残念。新築はもちろんのこと、リフォームの

際もぜひお施主様にご説明とご提案を。

電気自動車用コンセントもお忘れなく！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！

［早川 智弘］
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【8日】みかわ百年
　　  第1～3期
【9日】みかわ百年
　　  第４期

５/８（火）・９（水）

山長商店ツアー
紀州の美しい山と、そこで

育った木を使ったプレカット

工場の見学ツアー

５/19（土）

リフォーム本気塾

５/17（木）

超かんたん経営塾
各社のプレゼンテーション

発表会

５/10（木）

超かんたん経営塾

６/５（火）

■ 場所 ：岡崎製材本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

リフォーム本気塾

６/21（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４期

６/６（水）

■ 場所 ：岡崎製材本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

■ 場所 ：岡崎製材本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

■ 場所 ：岡崎製材本社

  (岡崎市戸崎元町4-1)

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

■ 場所 ：岡崎製材本社

  (岡崎市戸崎元町4-1)

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

6月
日 月 火 水 木 金 土

5月
日 月 火 水 木 金 土
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▲テーブルにすると大迫力

▲【システムの概要図】

　パワーステーションで、電気を直流から交流に変換して

　家庭内で使用可能にします。

「モニタリングアダプタ」を
つけることで、

テレビやスマートフォンでも
エネルギーの使用状況が
見られるようになります。

スタンドタイプも
ありますが
一般住宅には

　屋外用コンセントが
お勧めです。

▲盗電防止に、室内のスイッチもお忘れなく。
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私自身も
とても勉強させて
いただきました。
お施主様がなにを
求めているのか？
これからも一緒に
考えていきたいです。▲無垢の木を使った温かみと、気軽に来て欲しいと

　いう想いを伝えました。 ▲無垢のテーブルを囲んでの打ち合わせ ▲これまでやった見学会のなかで一番の盛況でした。 担当：深津

＊5/3（木）～6（日）まで誠に勝手ながらGW休暇を頂きます。

「本当に今回はやってよかった！八田社長のアドバイスのお陰です。」



○○で
儲ける！

人の顔は特に目に

留まるといわれています。

ヘルベントのチラシには

いつもスタッフの

写真を掲載。

手書き風の文字も

目に留まりやすい！

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

｢超かんたん経営塾｣のメンバーで、豊橋市と豊田

市の２社の工務店様にお邪魔させていただきまし

た。どちらも、工夫された素敵なショールームを見せ

ていただきありがとうございました。双方に刺激に

なる良い機会になったと思います。ご協力頂いた２

社様、超かんたん経営塾にご参加頂いている工

務店様誠にありがとうございました。これからも、み

なさんのお役に立てる機会をたくさん作っていきた

いと思います。

無垢一枚板物語

自分が子育てをはじめてみると、いままで関心のなかったところに目が行きます。

本屋さんでも「頭のいい子が育つ間取り」などのタイトルが目に付いたり。住ま

いに関わる情報もこれまでとは違う方向にアンテナが伸びていきます。あらため

て、住宅取得層である子育て世代の立場に立ち、彼らが求める家づくりを考え

てみる今日この頃。やはり、日々是勉強ですね。

硬く、木目が美しいと人気のカリン。

磨くと光沢が出て驚くほど立派にな

ります！

カリンよりもやや優しい赤色をして

います。形も巾も申し分なし！ダイニ

ングテーブルにピッタリです。

年輪を数えてみたり、皮の触り心地

を確かめてみたり…木に触れ合っ

てもらうには絶好の一枚です。

ネームバリューＮＯ，１の屋久杉。玄

関の飾り棚などワンポイントとしてお

使いください。ウンチクが語れます。

畳のお部屋に良く似合いそうなきれ

いな杉です。巾も広く使い勝手も良

い一枚。

「コウキ」と読む東南アジア原産の希少な木

材。今ではワシントン条約で取引の規制がある

ほど。マニアなお施主様におすすめください。

［カリン］ ¥35,000
1150×440×30

1 ［アパ］ ¥110,000
2200×800×82

2 ［ケヤキ輪切り］ ¥4,000
約400φ×118

3

［屋久杉］ ¥22,000
2150×290×42

4 ［杉］ ¥120,000
1970×880×50

5 ［紅木］ ¥65,000
1000×210×55

6

こんにちは。くまちゃんです！
私事ながら…フフフ実はただいま新
婚さんです。無事にお嫁に行けて良
かった～☆
お祝いお待ちしています。

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

座卓に
おすすめ！

ダイニング
テーブルに是非！

1000年の香りを
ご家庭に！

畳のお部屋に
お似合い！

超希少材！

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、ウンチクが語れるようなちょっと変わった木材を中心にご紹介します。

これを語ればお施主様に「さすがだね！」といっていただけること間違いなしです

工務店様見学にご協力いただき
ありがとうございました。

日々是勉強②

2秒で儲ける！

人は、その情報が必要かどうか２秒で見分けているそう

です。つまり、チラシやＤＭも２秒見て読もうか辞めよう

か判断されているということです。だから、読んでもらう

為にはまず２秒で｢ん？｣と疑問や興味を持ってもらうこ

とが大切です。それには心をつかむキャッチコピーや写

真が重要！チラシやＤＭを考える際は、２秒で興味を

持ってもらえるか？をチェックしてみてください。

タカラスタンダードから発売！
家族のコミュニケーションが広がる対面キッチン！

社員紹介 vol.8
プレカット担当部長 ハウズリフォーム部部長

松井 清悦

仕事をしていて楽しいのはどんな時ですか？Q1

大きな目標が達成できたときはもちろん、小さな

日々の思いが叶った時ですね。また、部署のメン

バーそれぞれが仕事で喜んだ時です。

A

いつも笑顔で
楽しくやさしい課長！
西三河支店ではお馴染みの鈴木。

今期からは、ビルダー様を中心とし

た特販課の課長として奔走してい

ます！

社員紹介 vol.9
特販課課長

鈴木 敏則

仕事で心がけていることはなんですか？Q1

基本的に楽しくないのは間違った仕事の仕方

だと思っていますので、いつでも楽しみながら働

いています。でも一番はお客様と話をさせて頂

いているときかな。

A

仕事でこころがけていることは？Q2

元気と誠実。A

10年後はどんな自分になっている予定？Q3

前・後頭部の輝きと比例して、心も輝いていたい。A

読者の工務店さまにひとことQ4

人が自然と集まるような建築会社を一緒に築いていきましょう。A

仕事でこころがけていることは？Q2

いつも前向き！（空元気でもいいから笑顔を心掛けています）A

10年後はどんな自分になっている予定？Q3

今のまま歳をとらない！元気ではつらつとした姿でいます。A

読者の工務店さまにひとこと！Q4

プレカットの松井です。どうぞお気軽に、なんでもお申し付けください！

お待ちしています。

A

タカラと言えばホーロー。その清掃性の高さで奥様に人気があります。しか

し！ホーローの良さはそれだけではありません。ホーローならマジックで文字

や絵を描いて楽しむことも出来ます。その特製を活かし、対面キッチンのリビ

ング側にホーローパネルを貼り、今回の新商品ではスライド式の収納も付

いています。お母さんが料理を作るそばでお絵かきを楽しんだり、家族の伝

言板としても使えます。小さなお子さんのいるお施主様におすすめです！

大きな体と心でご要望を
受け止めます！

プレカット部門とハウズリフォーム

部を兼務するスーパー部長。

大きいのは体だけではありません！

子供のいる
ご家庭に！

▲収納付きの新商品。
　扉はスライド式なので、
　全面に収納することが
　出来ます。

店内の鳥観図も

▲

手書きのイラスト。　
無機質な折込チラシの　
束の中で目を魅きます。　

女性ならではのセンスと

▲

気使いで経営をされている　
女性社長との語らいも　

良い刺激に　

画用紙よりも
ずっと大きな
ホーローパネル。
子供の想像力も
広がります。

間取りだけでなく、家具の配置などで
　子供の育ち方が変わるそうです。

そんな提案や情報も、
お母さんたちは求めています。

▲熱い語りを熱心に
　聞き入るメンバー

うわさ以上に
かわいい孫に
デレデレです。

4月2日に初孫が

▲

生まれました。　

▲プライベートでは２児の父です。

▲わが子の成長を
　見ると、ついつい
　顔がにやけてしま
　うのは皆さん同じ
　でしょうか。

商品 
情報！


