
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

杉 【スギ科 針葉樹】vol.21

▲新城市鳳来町の

　鳳来寺の傘杉

　（国指定天然記念物）

言わずと知れた杉。建築用商材としても多く使われて

います。実は日本固有の種で屋久島から東北地方に

生育しています。木材資源として使われてきた歴史も

長く、植林された森が数多くあります。沢沿いの、水分

が多く、栄養分に富む環境を好み、愛知県でも奥三河

地方の「三河杉」がその赤味の光沢と美しい木目で有

名です。この地域で採れる材料を、ぜひ素敵な家づくり

にお役立てください。

前回はお施主様の来場が100組を超え、かなり多くの工務店様に打ち合わせ

中のお客様との商談の場や、ＯＢ様との再会の場としてお使いいただいてい

ます。特に、夏のウルトラ市はまるで夏祭りのような活気があり、お施主様には毎

回大変喜んでいただけるイベントとなっています。今回も

豪華景品が当たるじゃんけん大会や木工教室で楽しん

でいただけるのはもちろん、なかなか言葉やパンフレット

だけでは伝わらない商品を実際に手にとってプレゼンし

ていただけますので、営業の場としても十分に活用して

いただけるかと思います。ぜひ、この夏は｢お施主様と一

緒に｣お楽しみください。

7/21（土）・22（日）夏のウルトラ市開催！

お施主様と一緒に楽しむ方激増中！1

今回は、前回に引き続き商品の実演や体験コーナーも盛

りだくさん！断熱材の吹きつけの様子を見ていただいたり、

塗壁の施工体験などもご用意しております。実際に見るこ

とでより深く商品を理解して頂き営業に生かしていただく

だけでなく、お施主様にも一緒に見ていただくことで家づく

りへの興味を刺激することもできます。その他、新商品や

無垢の木の商材もいつも以上に豊富に取り揃えてみなさ

まのご来場をおまちしております！ぜひ、ご来場ください。

実演や体験コーナーも充実！2
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推定樹齢800年。 ▼

樹高58メートル。

秋田県の　

「きみまち杉」と並んで　

日本一の樹高を　

誇ります。　

登も回今 予場 んけんゃじの定 ！ンマ
華豪 景 指目品 っ張頑てし くて ！いさだ

登も回今 予場 んけんゃじの定 ！ンマ
華豪 景 指目品 っ張頑てし くて ！いさだ

▲ややピンクがかった

　美しい木目。

　経年によってツヤが出て、

　色も濃くなっていきます。

木工教室など

お子様向けの

イベントでユーザー
様も

喜んでいただけま
す。

今回も見たことのないような
希少な材が登場予定！
ぜひ見にいらしてください。

百聞は
一見にしかず。
見て聞いて、
そして体験して
商品を知って
いただけます。



○○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

シンク近くに

生ゴミ処理機を置くと、

直接生ゴミ処理機に

生ゴミを捨てることが出来、

これからの季節気になる

臭いやコバエの発生を

防ぐことができ、

おススメです。

和歌山県の、植林からプレカットまで自社で行う山

長商店さんへ工務店様6社9名と見学に行きまし

た。ご参加頂いた工務店様、山長商店さまありが

とうございました。天候にも恵まれ、豊かな森とこだ

わりのプレカット工場を存分に見学し、そのこだわ

りと熱い思いをひしひしと感じていただけたと思い

ます。各工務店様の差別化や提案の巾を広げる

アイテムとして是非ご活用ください。今後共よろし

くお願いします。

わが家は旦那さんも住宅関係の仕事をしています。先日、「シンク付近に生ゴミ

捨てるところないと困るよね。」と、つぶやいていました。よくよく聞くと家でキッチ

ンの掃除をするようになってから、お客さんと話す時や間取りを考える時にその

経験がヒントになっているそうです。お客様の目線に立つにはまず、キッチンに

立ってみるのがいいのかもしれません。料理でなくても掃除や洗物でも、気づき

はたくさんあるようです。あ、私もたまには掃除してますのでご安心を…。

山長商店ツアーにご参加いただき
ありがとうございました。

使う人の声②

検証で儲ける！

チラシを打ったりＨＰを作るとついつい、その達成感で

満足してしまいます。ですが大切なのはやってから。ど

の程度効果があったのか。なぜ、うまくいったのかいか

なかったのか。そのデータを生かして次により成果のあ

る販促活動を行っていくのが効果的です。何事も、や

りっぱなしでなく検証が次なる成果を生むものです！

H24年度太陽光補助金

●平成24年度住宅用太陽光発電施設設置補助金額

昨年に引き続き、今年度も太陽光発電設置への補助金が出ています。

節電の夏！で再び注目されること間違いなしです。御確認ください。

その他国の補助金情報や、補助対象商品などについては、お気軽に

担当営業までお問い合せ下さい。

市 町 村 名

岡 崎 市

幸 田 町

豊 田 市

西 尾 市

安 城 市

豊 橋 市

豊 川 市

田 原 市

補助額（／kw）

2万円

3万円

3万円

3万円

4万円

4.8万円

2万円

5万円

補 助 上 限

6万円

12万円

12万円

12万円

16万円

19万円

8万円

20万円

▲作られた肥料は家庭菜園で利用。
　一石二鳥です。

▲こだわりのプレカット工場では
　工務店様のまなざしも真剣。

手入れされた山は

▲

歩くだけでも気持ちいい。　

ＨＰはアクセス解析を出来るようにしておくと、
このようにリアルタイムでどのページが
よく見られているのか、見て欲しいページを
見ていただけているのかがすぐに分かります。

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！

社員紹介 vol.12
総合センター支店長

神本　宏

仕事をしていて楽しいのはどんな時ですか？Q1

お客様が困っていてこちらが提案した商品だった

り、アドバイスが採用された時。

A

秘めたる闘志は
社内イチ！
言葉は少ないですが、内に秘めた

闘志とアイディアはピカイチ！

実はおもしろキャラです。

支店長２年目の神本。営業マンと

してもバリバリです。困ったときはい

つでも御相談ください。

社員紹介 vol.13
総合センター支店長代理

藤川 弘浩

仕事でこころがけていることは？Q1

お客さまが受注を伸ばしてもらうために、できる

ことはないか。長くお付き合いしてもらうために

どうしたらよいか。を常に考えること。

A

10年後はどんな自分になっている予定Q2

魅力あふれる会社の一員。A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

入社当時のスリムな体になって営業で走り廻っている。A

読者の工務店さまにひとことQ3

岡崎製材と付き合ってきて良かったと思われる会社を目指します！A

読者の工務店さまにひとことQ3

新築を手掛けているときが、やっぱり

一番楽しそうですね。

厳しい時代ですが、新しい取り組み

にも挑戦しながら、共に変化し、お

客様にとって必要な存在で有り続

けられるよう頑張ります。

A

大きな体と心で
部下をまとめる
頼れる支店長！

無垢一枚板物語

厚みもしっかりとある座卓にピッタリ

のサイズです。一枚あると空間が引

き締まるお勧め品。

86㎜というかなりの厚さの一枚。ど

んっと無垢ならではの迫力を出した

い方はぜひ！

フローリングもテーブルも大変人気

のあるブラックウォールナットの一

枚板。ローテーブルにお勧めです。

小さなカウンターやニッチに。和風

にも洋風にもよく似合います。

盆栽に使われる五葉松と同じ物で

す。彫り物の材料として使われるこ

とが多いです。

愛らしいフォルムがたまらない一枚。家

族やお客様と囲むテーブルに是非。カ

エデは磨くととっても綺麗になります。

［ブビンガ］ ¥35,000
1530×500×40

1 ［スギ］ ¥27,000
1300×660×86

2 ［ウォールナット］ ¥50,000
1450×580×55

3

［トチ］ ¥10,000
2020×260-400×39

4 ［ヒメコ松］ ¥9,000
1120×148×117

5 ［カエデ］ ¥14,000
980×360-500×48

6

こんにちは。くまちゃんです！
もうすっかり暑くなりましたね。
現場も熱いと思いますが倉庫の中身
も熱いです！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。

1 3

4

5 6

赤と白の
コントラストが
絶妙！

どっしりとした
存在感！

カウンターや
ニッチに！

希少な
ヒメコ松！ 座卓に

超おすすめ！
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、小幅でお値打ちなものを中心にご紹介させていただきます。

大人気
樹種です！

わが家のかわいいペットです。見ているだけで癒される…。

犬の散歩を
している時が
心落ち着く
ひと時です。



Event Calendar!!

工務店様 活動紹介

…イベント実施日
…休業日

７月は、熱い「夏のウルトラ市」を開催いたします。今年も節電の夏となりそうですが、
その暑さに負けずさまざまなご提案やサービスを行っていきます。今月もよろしくお願いします。

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。

2012.7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！

［松本 桂子］

〒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！

［古市 武治］

〒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】

［吉見 みか子］

企画内容： 今回は見学会ではなく、先日「春のウルトラ市」にて三矢建築様が屋久杉の塊を購入され、弊社で製

材させていただきましたので、その様子をご報告いたします。ウルトラ市で「なんとなく。」購入されたとい

う屋久杉の塊。テーブルサイズに製材し、現在考案中の新事業の目玉商品として使われるそうです。

感　　想： 製材前に予想していたよりいい状態で安心しました。販売するというよりも、お客様におっ！と言わせ

る「見せる商品」として使う予定です。高浦常務の丸太と製材に関する講義も勉強になりました。若

い衆もいい体験になったと思います。

㈲三矢建築さま
［西尾市］

vol.3

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！

［早川 智弘］

7月 July

タカラショールーム
フェア

７/１（日）

■ 場所 ：タカラスタンダード岡崎ＳＲ

  （岡崎市上地６-１６-１）

　ＴＥＬ ：0564-55-3360

処分市 IN 総合センター

７/３（火）

■ 場所 ：岡崎製材㈱総合センター

  （岡崎市岡町字下野川62）

　ＴＥＬ ：0564-54-5211

パナソニック
新商品発表会
『NEW BOX 2010』

７/４（水）～６（金）

■ 場所 ：パナソニック名古屋ＳＲ

  （名古屋市中村区

   名駅南2-7-55）

　ＴＥＬ ：052-583-8281

みかわ百年 1・2・3期
みかわ百年 4期

７/４（水）

「リフォーム本気塾」
ヤマハ 浜松工場
見学ツアー

７/５（木）

超かんたん経営塾

７/11（水）

各社それぞれが、自社のＰＲ

ポイントを含めてプレゼンテー

ションを行います。

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

TOTO
新商品発表会

７/14（土）・15（日）

今回もお楽しみイベントや、超お

買い得品が盛りだくさん！お施主

様も一緒に是非ご来場ください。

■ 場所 ：岡崎製材㈱総合センター

  （岡崎市岡町字下野川62）

　ＴＥＬ ：0564-54-5211

夏のウルトラ市

７/21（土）・22（日）

▲製材前に挽き方を検討。

　これが商品の価値を決めます。

▼

三矢建築社長様。

　挽かれた木目とご対面。

久しぶりに製材を
見て楽しかったです。
知らない方も
いらっしゃると

思いますが、まだまだ
製材もやってますので
よろしくお願いします。

担当：金原

エアサイクルの家にも加入され、
無垢を基調にした家づくりをされている三矢建築様。
若手の育成にも積極的に取り組む地域に根ざした工務店さまです。
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製材風景。
高浦常務の
　まなざしも
真剣そのもの。

ただの汚い池のようですが、 ▼

この中にたくさんの木が　

沈めて保管されています。　

＊8/11（土）～16（木）まで誠に勝手ながら夏季休暇を頂きます。
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