
世界三大銘木のひとつ。ミャンマー原産のものが
中でも最良とされています。油分を豊富に含んで
おり、独特の肌触りです。さらに腐朽菌にも強く、
反りなどの動きも少ないため、昔は船の材料とし
て重宝されていました。また、室内用家具材として
だけでなく、ガーデン用の家具材やフローリング
材としても利用されています。高級感ある色合い
が男性を中心に非常に人気があります。
大人っぽいインテリアに、ぜひお使い下さい！

4月です。 新しい期を迎えた方も多いのではないでしょうか。心機一転？ 引き続き？
お客様の笑顔に向けて頑張りましょう！

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！

2011.4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

〒444-0005 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】 笑顔で
お待ちして
います！

［村橋 優子］

〒443-0036 愛知県蒲郡市浜町19
TEL.0533-69-5115 / FAX.0533-69-5117

【蒲郡支店】 いつでも
お客様の
味方です！
［平松 史］

〒470-0373 愛知県豊田市四郷町天道45-10
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！
［川口 敦］

〒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】 なんでも
ご相談
ください！

［岡本 昌大］

Ev en t  C alen dar ! !

Pick Up Showroom!!

A pr il4月

M a y5月

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

チーク 【クマヅラ科 広葉樹】vol.6

木 の 豆知識

迫力満点の
チークを使った
ダイニングテーブル ▼

そこで、そんな春に向けてより多くのお客さまに各ショールームをご
活用いただけるように、岡崎製材ではオリジナルのちょっとおしゃれ
な岡崎市内ショールームマップを作りました。各ショールームさん
の特徴と場所、さらにお施主様に喜んで頂けるようインテリア
ショップなどの情報も掲載。商談やお客様の掘り起こしにご活用
いただけるように、必要部数をお渡しいたします。ウルトラ市の会場
に設置いたしますので、ご希望の方は担当者までご請求下さい。

ショールームマップできました！1 2

ショールームというと、ついついメーカーのショールームと思ってし
まいますが、電気かガスかというのも、お施主様は今非常に興味
を持っておられます。中部電力さんのオール電化、東邦ガスさん
のダブル発電など今熱いのはエネルギー会社さんです！どちらも
ショールームを持っており、それぞれの比較を体感して頂けます！
日々進化しているエネルギー機器のご紹介もお忘れなく！

エネルギー会社もお忘れなく

▲フローリングに使うと
　大人っぽい部屋に

▲高級感ある
　色合いと木目

気候も過ごしやすくなり、新築やリフォームを考えるお客様が増えてくる季節に
なりましたね。そんなお施主様たちがまず一番に興味を持つのは、やっぱりキッ
チンやお風呂といった住設機器！設備が古くなったなあ。と、リフォームを考え
たり、せっかく新築するならおしゃれな対面キッチンにしたい！と、こだわりや夢
を持っていたり。それらの希望を叶える的確なアドバイスができれば、お客様の
信頼にもつながります。そのためには、ご自身の知識だけでなく、上手に各メー
カーのショールームも活用しましょう！春は、各メーカーともに新商品が続 と々
発表されています。もちろん、ウルトラ市にもたくさんのメーカーが出展いたしま
すので一同に見て頂けるチャンスです！こちらもぜひご活用ください！

住設ショールームをフル活用しましょう！

実際に

試してみるの
が

一番です！

4月1日より、トステム、イナックス、新日軽、サ
ンウェーブ、トーヨーエクステリアが統合し、
リクシルという新しい会社になりました。
これから、強力なタッグを組み新商品やサー
ビスを提供していく予定とのこと。どんな商
品が飛び出すか注目です！

いままで業界最少洗浄水量であったT
社の4.8Lを大きく引き離す超節水
4.0Lのトイレが登場です！清掃性も上
がり主婦は大喜びすること間違いなし！

❶ 4.0Lの節水トイレの登場！ ❷ リラックスできるお風呂
お風呂なのに、ソファに座っているようなくつろ
ぎを実現！？広い肘かけや枕、絶妙な角度の
背もたれが付いています。弊社営業も「これい
いなあ。」と思わず言ってしまったお風呂です。

［リクシル］

vol.1

総合センターの森原です！リクシルSRへ行けば、玄関サッシから水廻りまで全部見られます！SR回りはまずは
ここからです！

総合センターの森原です！リクシルSRへ行けば、玄関サッシから水廻りまで全部見られます！SR回りはまずは
ここからです！

総合センターの森原です！リクシルSRへ行けば、玄関サッシから水廻りまで全部見られます！SR回りはまずは
ここからです！

システムバスルーム ▼

「グランデージ」

最新設備を
体験！チューボー DE GAS

ガスコンロと電磁調理器を比べる

ガスコンロは土鍋もOK！
お米もふっくら炊き
上がります。

鍋をコンロから離して
豪快に料理！
ガスならではです。

［リベナス岡崎］（東邦ガス）
・岡崎市久後崎町字本郷53番地
 0564-21-2266

［DENKAプラザ］（中部電力）
・岡崎市戸崎新町1-4 / 0564-55-5067

【5日】 みかわ百年 1・2期
【6日】 みかわ百年 3期

4/5（火）・6（水）

春のウルトラ市
春のウルトラ市を今年も開催します！
今回は一味違います！どんな展示が
現れるか！？ご期待下さい。

4/9（土）・10（日） 9：00～16：00

■ 場所：岡崎製材総合センター
　　　（岡崎市岡町字下野川62）

【10日】 みかわ百年1・2期
【11日】 みかわ百年 3期

クリナップ新商品発表会
人気のクリナップのクリンレディが驚きの大
幅リニューアル！これを見ずしてキッチンは売
れません！ ぜひご来場ください。

■ 場所：クリナップ岡崎SR
　　　（岡崎市上和田町正ケン32-1）

タカラスタンダードショールーム
フェア
タカラショールームでの、新商品のご案内会
です。キッチン収納や、お風呂のオプションの
充実で、さらに選ぶのが楽しいフェアとなって
います！

4/16（土）・17（日） 10：00～18：00

■ 場所：タカラスタンダード岡崎SR（岡崎市上地6丁目16-1）

音羽商談会
一般の方からマニアまで満足いただけ
る品揃え。この日だけは、大特価にてお
待ちしております。 是非ご来場ください。

4/21（木）・22（金） 9：00～16：00

■ 場所：岡崎製材音羽倉庫
　　　（豊川市音羽町字沢尻43）
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［岡崎SR］
総合ショールーム ・岡崎市戸崎町牛転36-22 / 0564-58-1794
キッチンショールーム ・岡崎市大西町字南ケ原12-40 / 0564-53-6005
※旧トステムSRは閉鎖

［豊橋SR］
・豊橋市佐藤2-9-15 / 0532-69-1720
※旧サンウェーブSRは閉鎖

5/10（火）・11（水） 5/28（土）・29（日） （予定）

※地震の影響で一部商材に納期の遅れが生じています。ご注意下さい。

※地震の影響で納期の遅れが生じています。ご注意下さい。

▲持って歩くのが楽しくなる、かわいい
　ショールームマップです

※画像はイメージです。



倉庫には無垢材が

こんなにたくさん！

メルマガで儲ける！

○○で
儲ける！

すっかり一般的になったメールマガジン。もともとは、イン
ターネット販売のためのツールでしたが、今ではレストラン
や雑貨屋さんでも頻繁に使われています。何より良いの
は、リアルタイムで情報を発信でき、かなり低コストという
ことです。お施主様へイベント案内や、生活のお役立ち
情報などを発信して関係性を深めていくツールとして、ぜ
ひお使い下さい。

今回の東日本大震災の影響で、合板については
メーカー工場の被災もあり、難を逃れたメーカーへ
は政府からの供給要請も入ってきています。それに
より一般市場への供給量がかなり減る見込みで
す。また、その他の商材でも同様のことが予想され
ています。
さらに、運送も道路状況などの影響により、各地で
遅れなどが生じています。今後しばらくはそのような
ことが続くと思われます。
また、我々としましても最大限の努力はいたします
が、みなさまにご迷惑をお掛けすることもあるかと
思います。どうかご理解賜りますようお願い申し上
げます。
なお、材料などのご注文は、出来る限り早めのご
発注をお願いいたします。

節水だけではない！ 進化するトイレ
掃除って苦手です…。中でも、トイレって
ぼこぼこしていて掃除しにくいんです。
ですが、最新式は便器の形状はもちろ
ん、ウォシュレットと便座の間も拭けるよう
なっていたりとかなり進化しています。見
るたびにうらやましい。トイレを選ぶ際は、
節水だけでなく、ぜひショールームで掃除
のしやすさもアピールしてみて下さい。奥様
はぐっと来ること間違いなしです！

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

木建堂も始めました！
QRコードがあると

気軽に登録して頂けます

岡崎製材本社HPリニューアル！

岡崎製材のホームページが大幅リニューアルしま
した。このぬくもり新聞の過去の記事や、ウルトラ
市のお知らせ等も見て頂けるようになっています。
これからも様々な情報を掲載できるようにしていく
予定です。こんなサービスがほしい！ とか、これが見
れるといいなあ。など、ご要望もお待ちしております！

検索はこちらから↓
http://www.okazaki-seizai.co.jp/

トップページから大きく変わりました

PC用と携帯メルマガの使い分けも大事
片耳
カウ

便座部分がリフトアップしてサッとお掃除

○○○
○○○○

お掃除しにくかった以前の形 後側もでこぼこが減りお掃除ラクラク

現場では設計や工務など、どのように担当を分けていますか？

プランから契約までと、受注後で一応担当を分けていますが、人数も少ないのでき
ちんと分け過ぎずにフォローし合いながら協力してやってます。お施主様にも「楽し
そうに仕事してるね。」って言われるんです。営業、工事関係なくお客様のためにベ
ストな方法をみんなで模索して、現場を作っている感じです。

そんな風に、チームワーク良く仕事をする秘訣って
何かあるんですか？

週一回ミーティングはありますが、それ以外でも現場に携わる4人が同世代というこ
とで、普段も話しやすく、自然とコミュニケーションは取れていますね。そのせいか、
①お互いの現場へ行きアドバイス②完成後の細かな取付作業等はみんなで行
き、確認しながらアドバイスや現場の工夫をチェック③どんなにつまらないギャグ
も拾う（笑）は、自然と行っています。

山田建設さまの特徴はこれだ！ というのは何かありますか？
せっかく注文住宅を建てるのだから、どんな難題でも極力お施主様の要望に応え
てあげたいと思っています。この前も、対面キッチンの横からの視線を遮りたいとい
う要望がありました。なかなか良いアイディアが浮かばなかったのですが、ふとマスを
見た時に、ピンと来て収納にしてみたり。うちはそれぞれの担当者がオリジナルの
得意技を持ってますね。お互いに真似もOKなんだけど、なんとなくプライドがあって
真似をせずにオリジナル技を競っているところがあります。そういうオリジナリティは
特徴かな。

最近一番うれしかったエピソードはなんですか？

10月に引き渡しを済ませたお客様が、お正月に親戚が集ま
る時に家の説明をして欲しいって呼んでくれました。すごく
気に入ってくれたんだなあ。って、とても嬉しかったです。
これからも、コミュニケーションをしっかりとり、楽しく、お客
様が幸せになる家を作っていきたいですね。

工務店様紹介vol.2
山田建設さま（豊田市）

他の会社はどんな風に仕事をしてるの？
そんな疑問にお答えして、地域で活躍するお客様をご紹介するコーナー。

向上心溢れる地域密着工務店！
2007年で創立50周年を迎えられた山田建設さま。社長以下7名の地域に根付いた工務店です。
30代の若い男性社員を中心に楽しく仕事をされています。

Q Q

Q

A A

A

Q

A

こだわり！

ここが
こだわり！

山田常務と主任の三輪さんにお話をお伺いしました。ライバル心を持
ちながらも楽しく、チームワーク良くみんなでお客さまに喜んで頂こう！
と、仕事をされている様子が伺えるインタビューでした。ご協力頂きあり
がとうございました。

目隠し兼収納 オーダー収納

無垢一枚板物語 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、お施主様に人気のある樹種をあつめました。

ハウズでも木工教室の案内やイベント情報を携帯メルマガで発信！

緊急
告知

ハウズから ▲▲▲ ▲▲ケータイメール会員様
大募集中！

ケータイメール会員様
大募集中！

ケータイメール会員様
大募集中！

ケータイメール会員様
大募集中！

・ケータイ会員様は通常のお買い物はレジにて
 当店配信の画面提示で５％OFF！
 ※割引対象外商品もございます。（平成23年３月３１日まで）
・売り出し情報、新着情報、各種イベント案内
・プレゼント企画のご案内や各種教室、講習会
 の参加割引特典など都度配信いたします。

お得な特典もりだくさん！
もちろん入会費や
年会費は無料です！

ご登録のお手伝いを致しますのでケータイを
お持ち下さい。

登録のやり方が
よくわからないん
だけど…

集成材では物足りない！ でも、一枚板では
欲しいサイズがなかなか見つからない！
そんなお悩みを解決する巾ハギ材。長手
方向に継ぎ目はありませんのでぱっと見た
目は一枚板と遜色なしです。価格等は各
営業にお問い合せ下さい。

くまちゃんだけではなんなので、たまには登場する
坂本です。音羽の倉庫は、初めて来場されるお
客様はいつもその在庫の量や材の大きさに驚か
れます！国産の柱、框、カウン
ター、式台を中心に各種材をご
用意！ 市ならではの目玉商品も
ご用意しています！ぜひご来場く
ださいね。お待ちしております。

集成材ではものたりないあなたへ 音羽商談会開催！
4/21（木）・22（金）［開催時間 9：00～16：00］

こんにちは、くまちゃんです。素材部自慢の
一枚板の在庫がHPからもご覧頂けるよう
になっていますよ。樹種やサイズからの絞り
込みも可能です！ぜひ一度見て下さいね♪

Webにて一枚板をご覧頂けます！

人工耳の加工、塗装もできます

【取扱い樹種】
タモ、ブラックウォールナット、メープル、
ナラ、クルミ、チェリー

検索はこちらから↓
http://www.mekikiya.jp/mukuichimaiita/

検 索無垢一枚板コレクション

■場所：音羽銘木センター（豊川市長沢町字音羽43）
・国道1号線、長沢交差点（音羽蒲郡IC交差点のひとつ西）の
 信号を北へ10km（名電長沢駅の手前）です。

東名高速道路

国道一号線

←至 岡崎 至 豊川→

音羽蒲郡I.C

蒲郡オレンジロード

名電長沢音羽銘木
センター

東北地方太平洋沖地震の影響について

検 索岡崎製材




