
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

ホオノキ 【モクレン科 落葉広葉樹】vol.24

沖縄を除くほぼ日本全国に生育しています。枝が太く

まっすぐに伸び、ひときわ大きな葉をつけます。里山でも

よく見られ、その大きな葉は、｢朴葉味噌｣や｢朴葉寿司

｣として活用されています。材は、灰緑色が特徴で、枝の

数が少ないので節も少なく、狂いもわずかなことから家

具用材や寄せ木細工に多様されてきました。ハウズの

売場でも家具を作られる方や工作をする子供たちに人

気です。

10/25（木）｢こだわり商品フェア｣開催！

今回で５回目となる｢こだわり商品フェア｣徐々にファンも増えてきていま

す。「ウルトラ市よりこっちのが好き！」というかたも多い、知る人ぞ知る人

気イベント！今年ももちろん開催です。通常の市やウルトラ市とは異なり、

販売会でなく岡崎製材社員が｢これいいじゃん！｣と思った商品をご紹介

する展示会。そのため、社員やメーカーさんの説明にも熱が入ります。見

ているだけでワクワク！説明を聞いて納得！そんな刺激的な会場へ是非足

を運んでみてください。

他の展示会とは違う！
その名の通り｢こだわり｣の展示会です！
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現在、激変の中にある住宅業界。だからこそ、日々たくさんの面白い商

材や新しい商材が出てきています。まだまだ現実的ではない商品や、価

格的に厳しいものもあるのが現実。しかし、そういった商品がすぐに実用

化されて市場に出てきているというのが今の流れです。｢１歩でも２歩で

も新しい情報が欲しい！｣｢お施主様が満足してくれる家を造りたい！｣そ

んな方のために、今回も新しい発見のある！仕事が楽しくなる！そんな１日

にしたいと思います。ぜひご来場ください。尚、当日は混雑が予想されま

すのでお手数ですが、別紙にてお申し込みをお願いいたします。

激変の住宅業界だからこそ面白い！2
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大きな葉が ▼

森林のなかでも　

よく目立ちます。　

▲灰緑色と

　まっすぐな木目が特徴。

■ 日時：2011年10月25日 （木）10：00～16：00
■ 場所：岡崎勤労文化センター　3階ホール(岡崎市美合町五本松68-12
■ TEL：0564-53-4163
■ お問い合わせ：岡崎製材㈱本社 0564-51-0861 または担当営業まで

info

▲5～6月には

　白い大きな花が咲きます。

▲ 見たことのない新商品も登場！

▲社員も熱く語ります。

▲会場は人だかりで
　いっぱい。

説明員も、
お客様も真剣な

会場。



○○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

8月1日（水）に、地域の子供会の方を対象に木材

を学び、木工教室を楽しむツアーを開催しました。

木についての座学に始まり、加工場と木の倉庫、

ヘルベントを見学し、最後はハウズで木工教室を

楽しんでいただきました。地域

の企業として子供たちに木に

触れ合い、親しむ機会をこれか

らも積極的につくっていきたい

と思います。工務店様のお施

主様動員イベントとしても是非

ご活用ください。

わが家の両隣のお宅が建て替えをされました。その２軒の外構とお庭がとっても

対照的。１軒は緑がいっぱいで手入れをしている奥様の姿もよく見かけます。も

う１軒はほとんどコンクリートでお手入れ要らず。どんな風に住みたいかは、日々

どんなことに時間を使いたいかということなんだなあ。と、改めて実感。それぞれ

の家族にぴったりの家づくりがやっぱり必要。そのための情報提供ををこれから

も行っていきたいと思います。

子供向け｢木材ツアー＆木工教室｣
開催しました！

住み方は生き方

薪ストーブ販売本格始動！
ハウズ北館にて薪ストーブの展示販売を開始しました。

これまでも販売をしていました薪ストーブですが、この度｢ファイヤーライフ｣

に加盟し、9月29日（土）よりハウズ北館に特設コーナーを設置いたしまし

た。商品そのものの販売のみならず、施工まで安心して当社にお任せい

ただける体制を作りました。薪ストーブをご検討中の物件をお持ちの方、

ご提案を考えている方、ぜひお問い合わせ下さい。

そもそも、薪ストーブを本気でやろう！と思ったのは、たくさんの人に生活の

中で木を使っていただくことで、地域の森の資産価値を高め、豊かな自

然を次世代に残したいという思いから。ご賛同いただける工務店様が１

社でも普及にご協力いただけたらうれしいです。お気軽にお問い合わせ、

または店頭にお立ち寄りください。

▲無機質なＬＤＫと木がいっぱいのＬＤＫ。同じ｢家｣でも住む人の思いや考え方に
　よって全然違うものに。その家族にあった暮らし方を引き出してあげるのがプロ
　の役目なのだと思います。

▲普段は見られない大きな機械に驚きながらも興味津々の子供たち

リフォーム本気塾でも
参加工務店さんが

講師になり勉強会を
開催しました。

木を持ったり鳴らしたりしながら

▲

知っているようで知らない　
木について学びました。　

▲もちろん、薪の販売も行っています。

ローン相談で儲ける！

お施主様が｢ローンってどの銀行がいいんですか？｣と聞

いた時、銀行に聞きな。と言われるのと、銀行の比較や

ローンの仕組みを教えてもらえるのと、どちらの会社に好

印象を持つかは明らか。そして好印象の会社に住宅相

談もしたいもの。実際、｢ローンの相談からの流れで。｣と

いう理由で建築会社を決めたというお施主様の声をよく

聞きます。家づくりだけでなく、それ以前のご提案にも是

非力をいれてみてください。

ご自身で勉強するのが難しい方は、
ファイナンシャルプランナーのご紹介も行っております。

担当までお気軽に御相談ください！

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.19
総合センター

新海 和俊

仕事で心掛けている事は？Q1

常に学ぶ姿勢。A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

カナダからベーリング海に注ぐ、ユーコン川を

カヌーツーリングしてます。

A

読者の工務店さまにひとことQ3

以前好評を博しました（？）屋久島寄稿｢新海編｣第二回目ををお楽しみ

に！

A

こう見えても
一級建築士です！

無垢一枚板物語

長さ、巾ともに座卓にお勧めのサイ

ズです。特に、栃の風合いは畳と相

性がいいんです！

①の板と同じ丸太からとった共材です。

同じお家の違うお部屋や、二世帯で一

枚づつなんていかがでしょうか？

ちょっと変わった形の屋久杉。ウン

チクの好きなお施主様に超オスス

メです。

マーブルな面白い木目。取り扱い

樹種が豊富な当社でもなかなかお

目にかかれない希少材です。

綺麗な花の咲く山桜。材も負けず

に美しく、女性にファンの多い樹種

です。

香りが特徴的なクス。これは木目も面白く、

お客様を迎える部屋などに提案すれば、話

題の一枚になること間違いなしです！

［トチ］ ¥25,000
1600×360-440×40

1 ［トチ］ ¥34,000
1600×420-550×35

2 ［屋久杉］ ¥6,800
700×600×33

3

［ワイルドオリーブ］ ¥17,000
1280×220-380×25

4 ［山桜2枚ハギ］ ¥17,000
960×530×34

5 ［クス］ ¥11,000
850×530-630×51

6

こんにちは。くまちゃんです！
新しい期が始まる10月。
気持ちを新たに、今期も頑張ります
ので、よろしくおねがいします☆ 

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。
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4

5
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座卓に
おすすめ！ ①の材と共材！

希少材です！

女性を虜にする
山桜！ 香りがとっても

個性的！

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、ちょっと面白い木目や珍しい樹種のものを集めてみました。

世界遺産の島で
育ちました！

褒められて伸びる
タイプです！
女性ならではの気配りでお客様か

らも人気の平松。すっかりベテラン

のような仕事ぶりですが、まだまだ

向上心いっぱいの頑張り屋です。

実は一級建築士の資格を持つ新

海。申請や、建築のちょっと難しい

ことなど、社内でも困ったときの新

海さん！

社員紹介 vol.18
総合センター

平松 史

仕事をしていて楽しい時はどんな時ですか？Q1

取り扱い説明の時。完成したお家を見るのが

好きです☆あとは、お客さん（工務店様・お施主

様どちらも）に「ありがとう」と言われたり、自分の

存在価値を見出せたときです。「平松さんだから

頼む」とか、言われると舞い上がっちゃいます・・・

A

仕事で心掛けている事？Q2

お客さんの立場で考える。納期を守る。スピードと正確さ。報告・連絡・

相談の徹底。フットワークは軽く。・・・できていないことのほうが多いです

が（汗）

A

読者の工務店さまにひとことQ3

めまぐるしく変化する市場に対応するのは大

変ですが、これからもみなさんと一緒にどんど

ん仕事をしていきたいと思っています。申請

関係などは結構好きなので、めんどくさいと

思ったら私に連絡ください！！

A

私のコレクションの

ひとつです。

仕事のあとの一杯が

たまりません。

月8 生に たれま
。子っ姪のりかば

うも 、 てくいわか
…てくいわか

に川野熊の山歌和 。て

れさ癒は旅のーヌカ 。すま

▲長野県の鷲羽岳にて。
　雲の平から縦走の台風が
　過ぎ去った後に決めポーズ。



Event Calendar!!

工務店様 活動紹介

…イベント実施日
…休業日

10月になり、少しづつ涼しくなってきましたね。そして、私事ながら新しい期が始まりました。
今期も一年、どうぞよろしくお願い致します。

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。

2012.10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！

［坂井 佳代］

〒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！

［岡本 昌大］

〒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】

［金原 俊伸］

㈲まる菊工務店さま
［刈谷市］

vol.6

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！

［水野 健一］

10月 October

■ 場所 ：岡崎市勤労文化センター

  2階第一・第二会議室

  （岡崎市美合町五本松68-12）

　ＴＥＬ ：0564-53-4163

こだわり商品フェア

10/25（木）

■ 場所 ：クリナップ岡崎ショールーム

  （岡崎市上和田町正ケン32-1）

　ＴＥＬ ：0564-71-2915

岡崎製材㈱主催
クリナップショールームフェア

10/27（土）

担当：金原

刈谷市のまる菊工務店さまは
｢プロの大工職人の建築集団｣という合言葉をかかげ、
まさに地域に根を下ろした職人集団として仕事をしていらっしゃいます。

毎年進化していて、
お手伝いしていても
やりがいがあります！
次回はもっと

楽しんで頂けるよう
一緒に

がんばりましょう！

■ 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

10/３（水）

ばっちり経営実践塾

10/18（木）

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

10月
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▼

ウルトラ市でも行った丸太切りも

　好評でした。

▼

スタッフも

　思わず満面の

　笑みです。

▲子供たちも真剣なまなざし。▲お父さんもマジです。

11/10（土）・11（日）

■ 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

秋のウルトラ市

11月 November 11月
日 月 火 水 木 金 土
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企画内容： 既存のお客様に喜んでいただくことと、新規のお客様の獲得を目的に｢親子で手作り木工教室｣を行いました。夏祭りのような雰囲気で、営

業色はあまり出さずに工作、網戸張替、丸太切り競争、どろ団子、地域下水道工事相談窓口、耐震グッズ展示、物販、生きものふれあいなど

を用意して、とにかく喜んでいただく場として開催しました。ただし、アンケートによって誰が来てくださったかは分かるようにし、当日記念撮影を

行い、後日訪問できるように工夫しました。。

集客方法： ＨＰ、刈谷市ホームニュース掲載、現場等で告知　ポスティング200枚、既存客DM270通

来場者数： 来場数70名　内新規客さま10組　アンケート枚数：20家族分

結　　果： 来場客数前年比120％、来場がなくてもＤＭによる受注がありました。、当日バスツアー申込も行いましたが申し込みもあり、新規見込み客獲

得になりました。

感　　想： お客様からも｢親子で楽しめた。｣ととっても喜んでいただき、自分たちも楽しむことが出来、良かったと思います。普段、月に一度のホーム

ニュースへの広告しかしていないのでこういったイベントは自社のいいところをアピールするチャンス。今後はより案件化につながる工夫と夏

らしい内容を加えていきながら、費用対効果が上がるようなイベントにできればと思います。


