
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
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アフリカ原産のとても硬くて重たい木。木目がチークに

似ていることから、「アフリカンチーク」と呼ばれることも

あるそう。辺材は白っぽく、心材の黄みがかった茶色と

は違った色合いをしています。まっすぐな大樹に育つ

為、ダイニングテーブルのような大きなサイズの板もとり

やすく、テーブルとしてよくご提案させて頂いています。

落ち着いた色合いで洋風の住宅にもよく似合うアメサ

ラ。アフリカの太陽を燦燦と浴びて育った木をダイニン

グテーブルにご提案してみませんか。

2013年今年もよろしくお願いします。

パインの中ではかなり硬いフランス産のボルドーパイ

ン。木目や節も荒 し々く、巾も170mmと迫力があり、 厚

みも21ミリあるので重厚感もあります。女性うけのいい

パインですが、このボルドーパインは男性の私から見て

も｢めっちゃかっこいいです！｣着色したり、目出しの加工

をするとワイルドに仕上がり、これまた素敵です。ぜひ一

度使ってみてください。

｢ボルドーパインフローリング｣
1

昨年の｢こだわり商品フェア｣に出展して以来、見学会

での引き合いや問い合わせが急増加！｢たたみっふる｣

は、カラフルでインパクトがあり子供や女性にも大人気

です。と、こちらばかりが注目されていますが、特注畳も

対応可能です。写真のように円形と組み合わせた変

わったデザインの畳やRの壁に沿った畳なども対応い

たします。ちょっと変わったことやりたいなあ。なんて時に

はぜひご活用ください！いつもの和室が全然違った部

屋に見えます。

2

2012年は一昨年の東日本大震災の影響もあり、省エネ商品が続 と々発売されたり、太陽光発電の全量買取が始まったりと相変わら

ず｢エネルギー｣がキーワードとなる一年でした。また、後半には増税がほぼ決定的となり、新築の駆け込みやリフォームが活性化してき

ました。2013年もその増税の影響がかなりありそうです。増税前は仕事が増える一方で、その後は厳しい展開が予想されます。だから

こそ、今のうちからOB客を大事にしたり、商品展開を考えたりする必要があります。今年も、材料の手配はもちろん、そういった受注支

援も社員一同頑張ります。2013年もどうぞよろしくお願いします。というわけで、まずは、ちょっと変わった今年のおすすめ商品をご紹介

します。
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A H APPYN EW  YEAR ！

A H APPYN EW  YEAR ！

▲落ち着いたシックな

　色合いが特徴的。

▲巾広なので、高級感も出しやすい。

▲節や板目の入り方も
　ワイルド！！

製品情報
2000×170×21 1.36㎡入
無塗装
（ブラッシング加工品もあり。） ▲個性的な置き畳。リビングの

　一角や子供部屋に！
▲丸と四角でデザインされた畳スペース。
　こんなデザインにも対応します。

▲細長い畳。和モダンな
　家におすすめ！

ヘルベントでも重厚感のあるテーブルとして注目を集めています。

▲

▲アフリカの

　太陽をあびて

　まっすぐ育った

　丸太。

豊田支店 高橋支店長代理のおすすめ！

｢たたみっふる｣
西三河支店 金原のおすすめ！



○○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

11月10日(土）・11日(日)に、秋のウルトラ市を開

催しました！２日目は生憎のお天気でしたが、業者様

247組、お施主様156組合計403組の方々にご

来場いただきました。子ども達の笑顔が会場中に

溢れとっても楽しい場となりました。次回もたくさん

の笑顔に出会えるよう頑張ります。春のウルトラ市

にもぜひご来場ください。

先日、同級生からFacebook上で質問が届きました。｢工務店ってどうやって選

ぶの？｣折込チラシや情報誌、ネットなどたくさん情報はあるようですが大手メー

カーがほとんどで、なかなか工務店選びの情報ってありません。お施主様にとっ

ても工務店様にとっても、どんどん情報を出していくことが必要だと改めて感じる

出来事でした。今年も頑張ります！

秋のウルトラ市開催しました！
ご来場頂いたみなさま
ありがとうございました！ 工務店ってどうやって選べばいいの？

不動産相談本格始動！
土地や中古住宅売買のご相談たまわります。

これまでもご要望の多かった不動産に関する情報のお問い合わせ。そこ

で、今秋より専任者を配置し、不動産の御相談もしていただけるようにな

りました。土地探しのご相談はもちろん、増税前に土地や建物を販売し

たい！という情報も募集中です。ぜひお気軽に御相談ください。また、今

後は中古住宅の流通も増加が予想されます。お施主様からお問い合わ

せがあった際は、是非一緒に探させてください。担当営業または、下記ま

でお気軽に御連絡ください。

お問い合わせ先
リビングスタイルハウズ内　担当：高須

TEL：0564-51-

▲子供が体験している姿も、
　親にはとっても響きます。

▲ハウズ北館にて、情報の掲示も行っております。

▲前回に引き続き、小物販売
　ブースが好評でした。

▲１２月に創刊されたiebon。三河地域の工務店様紹介の雑誌です。
　こういう情報誌をはじめさまざまなPR方法やお施主様とのマッチングも
　今後は考えていきたいと思います。

に木 手 す押を形

作工 、はーナーコ

親 でれ連子

いぱっい ！

の当担 高須 。すで

よ しろ く

お 。すましいがね

ス薪 ブート
ク もグンキッ
女とっぐ 性 を心の
よむ掴 。すでう

体験で儲ける！

｢やっぱりいいですね～。｣無垢の木のテーブルを触りな

がら、薪ストーブの炎を見ながら、そう言われるお客様の

姿をよく見かけます。自然素材の心地よさは写真や、人

の話を聞くよりやっぱり体験するのが一番伝わります。自

然素材だけでなく、最新機器の使い勝手なども同様で

す。ショールームや見学会を活用してたくさんお施主様に

｢体験｣してもらいましょう！

業界 
情報！



倉庫には無垢材が

こんなにたくさん！
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社員紹介 vol.25
豊田支店

深津 博

仕事で心掛けている事は？Q1

元気な挨拶と、休みの日でも出来るだけ電話に

出ることです。

A

仕事をしていて楽しいのはどんな時？Q2

お客様に喜んでいただけたのが分かった時。A

読者の工務店さまにひとことQ3

お客様の住宅受注のお手伝いが出来るような仕事を頑張ります。A

元気な挨拶で
若いもんにも負けません！

無垢一枚板物語

テーブルとしても十分使えるサイズ

の屋久杉。モダンな和室に合わせ

るととってもおしゃれ！

ちょっとしたカウンターやニッチに使

える形！この価格なら手軽に取り入

れられます！

和にも洋にも合うキハダ。おとなし

い木目とシックな色合いが若い世

代にも人気です。

ベンチや座卓にちょうどいいサイ

ズ。知名度の高い桧なら、お施主

様も大喜び！

厚みが63ミリと重厚感のある一枚。

迫力を出したいときにお勧めです。

硬く、ニッチなどに入れるとインパク

トもあり素敵な一枚。名前がかわい

いのもお勧めの理由。

［屋久杉］ ¥12,000
1000×600×15

1 ［エンジュ］ ¥5,800
1350×300×30

2 ［キハダ］ ¥23,000
1700×370×39

3

［ヒノキ］ ¥11,000
1200×300×65

4 ［カヤ］ ¥40,000
1830×450-530×63

5 ［ココボロ］ ¥5,600
1250×150-250×17

6

こんにちは。くまちゃんです！2013年も
どうぞよろしくお願いします。今年も、
みなさんのお役に立てるよう頑張ります！
倉庫に来た事のない方、今年こそは遊び
にいらしてください♪お待ちしています。 

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

樹齢1000年の時を
ご自宅に！

お買い得価格！

香りもしっかり
楽しめます！

重厚感たっぷり！

かわいい名前の
優れもの！

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、大きなものから小さなものまでいろいろと集めてみました。

カウンターに
おすすめ！

住設と太陽光は
お任せください！
社内でも有名なマイホームパパ。

自慢の娘と、お客様のために誠心

誠意仕事も頑張ってます！

豊田支店のベテラン深津。

あたたかい人柄は、社内外から

愛されています。

社員紹介 vol.24
豊田支店

岩瀬 雅輝

仕事で心掛けている事は？Q1

お客様に頼まれたことにできるだけ早く答える。

誠意を持って対応する。

A

10年後はどんな自分になっている予定？Q2

生まれたばかりの孫の写真を車に貼って

薪ストーブの薪を運んでいる。

A

読者の工務店さまにひとことQ3

太陽光発電工事の話があったら任せてください。A

▲趣味は読書。
　特に東野圭吾と
　火坂雅志が好きです。

▲中3の三男が豊田市内サッカー新人戦で優勝。
　オヤジも負けてはいられません！

旅と族家 にケオラカや行

のく行 大が 好き！

でケオラカ は

も嵐 ちっ歌 すまいゃ ！

まあ かつなり ない
犬愛の家が我

ミ 。ーキッ

1月25日(金)・26日(土)に2013年最
初の音羽商談会を行います。
今回は、お施主様も同伴して頂きや
すい様、日程も金土とさせて頂きま
した！ ぜひ、ご来場ください。

■場所：音羽銘木センター
 （豊川市音羽町字沢尻43）

■日時：1月25日（金）・26日（土）
 9：00～16：00

音羽商談会 開催！



Event Calendar!!

工務店様 活動紹介

…イベント実施日
…休業日

2013年明けましておめでとうございます！
今年も1年、皆様のお役に立てるよう頑張りますので社員一同よろしくお願いし致します。

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。

2013.１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！

［熊谷 典子］

〒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！

［鈴木  章浩］

〒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】

［丸野 泰宏］

超かんたん経営塾 第二期

vol.9

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！

［立石 愛美］

今回は、一昨年よりスタートした｢超かんたん経営塾｣の活動をご紹介します。

「本気で勉強したい！ 」「経営のことを学ぼう！ 」という趣旨で集まったメンバーが、和気藹 と々学びあっています。

１年目は内容も含めて
試行錯誤。ご迷惑をお掛けした
こともあったかと思いますが、
こうして２年目を迎えられて
ほっとしています。さらなる進化
に向けて頑張りましょう！

２月 February

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社（岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

木質構造アカデミー

２/６（水）

ばっちり営業実践塾
第３回

２/22（金）

■ 時間 ：13：30～16：30
　 場所 ：岡崎製材㈱本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

１月 January

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

木質構造アカデミー

１/９（水）

西三河支店　初市

１/11（金）

■ 時間 ：9：00～16：00
　 場所 ：岡崎製材㈱西三河支店

  （西尾市田貫町下野川73）

工務店様見学にも
お邪魔しました。

企画内容： 一昨年、｢腕のいい大工さん、親分肌の棟梁、みんないい家造っているんだけど、PR方法や安定した経営のことをもっと勉強したらもっと素晴

らしい工務店さんになるんじゃないかな。｣そんな思いで立ち上げた｢超かんたん経営塾｣地域の家守りが安定して存在し続けることが、地域

の安全や街の活性化にもつながるんじゃないか。そんな壮大な想いも抱えながらスタートして1年。試行錯誤しながらメンバーも増え、今は9社

にて第二期を迎えることが出来ています。

勉強方法： 月に１回のペースで勉強会を開いています。内容は、決算書のことなど経営に関わる事から、営業ノウハウやツールの話、時には原価のこと

などテーマを決めながら雑談も含めて情報交換をし合っています。時には外部講師や岡崎製材の役員が講師を勤めます。また、普段も

facebookを通じて連絡を取り合い、お互いの見学会を見に行ったり近況を報告しあっています。

感　　想： ｢これまでいなかった工務店仲間が出来たことが一番うれしいです！｣｢決算書の見方など、これまで自己流でやってきたことが復習できてよ

かったです。｣｢他社を見学に行くことでいい刺激になったし、勉強になりました。｣

＊12/29（土）～1/6（日）まで誠に勝手ながら冬季休業を頂きます。

１月

日 月 火 水 木 金 土
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担当：新海
▲ロールプレイングなどでプレゼンを披露しあったりも。

２月

日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

5

12 13

19 20

26 27

11

6

18

25
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2013年スタートを飾る市！気

合いの品を取り揃えてお待ち

しております！

音羽商談会

１/25（金）・26（土）

■ 時間 ：9：00～16：00
　 場所 ：音羽銘木センター

  （豊川市音羽町字沢尻43）

超かんたん経営塾

１/17（木）

■ 場所 ：岡崎製材㈱本社

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861


