
群生せず、１本で大樹に育つ。しかし株立状で
多幹になるため太い主幹を持つわけではありま
せん。材としては大きなものがとれ、加工も容易
なため、家具材、建築材、小物材として幅広く利
用されてきました。鎌倉彫の木地にも使われ、将
棋の盤としては有名なカヤに並び、価格が手ご
ろで心地よい打ち味をもつと人気があります。さ
わり心地もよく、和にも洋にも馴染むカツラ。是
非住宅でも使ってみてください。

気がつけばもうすっかり夏模様です。そして今月は熱いウルトラ市もありますので、
いつも以上にはりきっていきたいと思います。７月もどうぞ宜しくお願いします！

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！

2011.7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

〒444-0005 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！

［中根 明日香］

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

【蒲郡支店】

［阿部 勇人］

〒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！

［倉岡 めぐみ］

〒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！

［迫間 薫］

Ev en t  C alen dar ! !

Pick Up Showroom!!

July7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

カツラ 【カツラ科 カツラ属】vol.9

木 の 豆知識

豊田市稲武町大野瀬の

▲

子持ち桂

お施主様にも喜んで頂けます！1

3月11日以降、住宅に関するお施主様のご要望や不安事項
はずいぶんと変わってきています。これまで以上に住む土地
の安全性が重視されるようになり、耐震やエネルギーがキー
ワードとなってきています。また、この夏は節電が注目され、エ
ネルギー関連ともつながり自然エネルギーの利用や共生と
いった事も注目されてきています。そこで、今回は、太陽光や
エコ商材はもちろん、新しい注目の商材を建築業者様にもお
施主様にもわかりやすく展示を行います。旬な情報を集めに、
ぜひご来場ください。

2 東日本大震災以降の旬の商材を
ご用意します！

▲このように一株から群生している
　ため子持ち桂と呼ばれる。

7月23日（土）・24日（日）
夏のウルトラ市開催！

「お施主様が本当に喜ぶものを提供したい」
「ただ便利なだけでなく、毎日が楽しくなるよう
な商品をお届けしたい」そんな思いで事業をし
ているヤマハリビングテック。だからこそ、お風呂
で音楽を聴いたり、気持ちのいいサウナに入っ
たりといった他社とは一味違う提案があります。

音楽も手掛けてきたヤマハが、文化を作る！という理念のもと開発したお風呂
専用のスピーカーを搭載しています。ただ高性能なのではなくお風呂という特
殊な音場に適したスピーカーで他社とは一線を画す音質を実現！

❶ お風呂でも上質の音楽を。

他社に比べて圧倒的に細かなミストが出るヤマハのミストサウナ。毛穴に入っていく細かさは
美顔器並み。温度は40℃と低めだから息苦しくないのに汗がじわっと出てくる爽快感がたま
りません！保湿はもちろん、冷えが気になる足もとからミストが出てきてくれるので冷え性の女
性には絶対お勧めです。

❷ 美顔器に入っているのと同じ！

［ヤマハリビングテック］

vol.4

▲商談スペースも多数ご用意。
　ゆっくりご商談頂けます。

「木に触れる！」木工教室も開催

▲

▲恒例の超目玉抽選会も
　もちろん開催！

無垢材も、豊富に展示いたします。
▲

夏のウルトラ市

7/23（土）・24（日）  9：00～16：00

【5日】 みかわ百年 1・2期
【6日】 みかわ百年 3期

7/5（火）・6（水）

クリナップ新商品発表会
新クリンレディのお施主様向け発表会
です。全国一斉でクリナップが行う力の
入ったイベントです。ぜひお施主様と共
にご来場ください。

7/2（土）・3（日） 10：00～17：00

■ 場所：クリナップSR全店舗

西尾タカラフェア
西尾でタカラスタンダードのキッチン、バス、
洗面などの展示を見ることが出来ます。
是非お施主様を誘ってお出かけください。

7/9（土）・10（日） 10：00～17：00

■ 場所：西尾勤労会館（西尾市平坂町山崎9番地1）
　　　TEL. 0563-59-1100

お施主様に、太陽光のしくみや疑問を解決して頂ける
イベント！

同時開催 太陽光発電相談会

【2日】 みかわ百年 1・2期
【3日】 みかわ百年 3期

8/2（火）・3（水）

音羽商談会
大きな倉庫にびっしり詰まった無垢の板。
厳選した商品を取りそろえて、あなたのお
越しをお待ちしております！ぜひご来場くだ
さい。

8/4（木）・5（金）  9：00～16：00

［岡崎SR］ 
岡崎市緑丘2-6-12　水曜定休/10:00～17：00
TEL.0564-71-7531

▲おとなしく上品な木目

総合センターの森原です！先日ヤマハさんのミストサウナを体感しました。細かいミストがとってもここちよくやみつきです！岡崎ショールームでも体感できますので、是非！

総合センターの森原です！先日ヤマハさんのミストサウナを体感しました。細かいミストがとってもここちよくやみつきです！岡崎ショールームでも体感できますので、是非！

総合センターの森原です！先日ヤマハさんのミストサウナを体感しました。細かいミストがとってもここちよくやみつきです！岡崎ショールームでも体感できますので、是非！

前回開催の春のウルトラ市では100組のお施主様にご来場頂きまし
た。子供向けの木工教室やクイズラリーでは子供たちの笑顔が見られご
両親は大満足！お祭りのような雰囲気も大変好評を頂いています。一緒
にその雰囲気を体験し、その中で打ち合わせをすると「お施主様との距
離が縮まった」「いろんな要望がいつもより聞き出せたよ」と、業者様にも
あたらしい打ち合わせ方法として、他社と差別化
するステップアップのイベントとしてご活用いただ
いています。木がいっぱい、最新情報や設備が
いっぱいのウルトラ市！今回もお施主様に喜んで
頂けるような展示や企画をご用意しております！毎
回ご利用頂いている方も、興味はあるけど行った
事ないなあ。という方も、ぜひご来場ください。お食
事やお飲物もご用意してお待ちしております♪

■ 日時：2011年7月23日（土）24日（日）9：00～16：00
■ 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

info

音源はCDプレーヤーやi-podなどお手持ちの物を接続できます。

足もとから温風が
出ます。
立ち上がりが早いのも
魅力！
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暑くても今年もやります！熱い夏のウルト
ラ市！今回はどんな仕掛けが現れるか…
こうご期待！
大好評の木工教室も開催します。
■ 場所：岡崎製材総合センター
 （岡崎市岡町下野川62）

■ 場所：岡崎製材音羽倉庫
　　　（豊川市音羽町字沢尻43）

お施主様の声

いつでも
お客様の
味方です！

2011
7

他社が100～300ミクロンに
対してヤマハのミストは3ミクロン

8月 August

＊8/12（金）～16（火）まで誠に勝手ながら夏季休暇を頂きます。

お気軽に
お立ちより
下さい！



スタッフの顔で
儲ける！

○○で
儲ける！

料理と建物しか載っていない旅館の案内より、女将さ
んとスタッフの笑顔が載っている旅館の案内の方が予
約がたくさん入る。といったように、やっぱり人は顔が見
えると安心し親近感を感じます。家づくりも一緒です。
知ってる人、信頼できる人に建ててもらった方が安心。
だから、スタッフの顔や人柄が伝わるようなDM、ブログ
が有効です。

家だけではなく、
思い出をつくるということ
先日、あるお施主様にインタビューさせて頂きました。式台を探しにウルトラ市にもご
来場されたとのこと。「ああいう場で、アドバイスを参考にたくさんの中から一枚の板
を選んだのもすごくいい思い出です。」というお話がありました。ただ家を直す、造
る。のではなく、家族の思い出も一緒に作っているんですよね。今回のウルトラ市で
も、ただ物を売るのではなく、それを通してたくさんのご家族に良い思い出を作って
いただけるよう頑張りたいと思います。

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

弊社直輸入のパインドアを集めたパインコレクショ
ンのカタログが新しくなりました！新商品も加わり、
パワーアップしております。お気軽に担当営業に
ご請求下さい。

顔が見える安心感を提供しましょう。

ウルトラ市には希少な板もいっぱいあります。

お店様紹介
OOOKAYAはなれ 名古屋錦店

今回は番外編です。
弊社の無垢材をたっぷり使って頂いたお勧めのお店をご紹介します。

無垢材を使った「釜焼き鳥と地魚」のお店
弊社の無垢材をいつもふんだんに使って上質な空間を作っていらしゃっる名古屋の設計事務所「TEAM-ASO」様の設計
したお店です。たまには、他社の現場を見学をしながら美味しいお料理とお酒を飲んでリラックスしてみるのもお勧めです。

床材はもちろん、式台からカウンター、テーブル、テーブル脚にいたるまでとにかく無垢板
がふんだんに使われています。ボセ、クリ、カツラ、ウォールナット、メープル、カリン、アパ、
サクラ、パドック、トチ、ケンポナシ、ブビンガ、ブラックチェリー、杉の板とウェンジと楢のフ
ローリング。何と全部で16種類の無垢材を組み合わせた空間です。そして釜焼きの鳥
はもちろん絶品！その空間と共に是非美味しいお料理を味わってみてください。

私も、先日お邪魔してきました。色々な木が使ってあるのに一体
感のある素敵なお店でした。女性を連れていくと、ポイントアップ
間違いなし！！ですが、鶏がおいしくお酒がすすみますので、飲み
過ぎにはご注意を（笑）

こだわり！

業界
情報！木のいえ

整備促進事業募集開始！
平成23年度木のいえ整備促進事業募集開始。中小企業が対象の、
長期優良住宅への取り組みを促進するための事業です。1戸あたり最
大120万の補助が受けられます！

○申請資格
以下の要件をすべて満たす事業者
①年間の新築住宅供給戸数が5戸程度未満の住宅供給事業者
②建築主と住宅の建設工事請負契約を締結（又は買主と売買契約を締結）し、
かつ当該住宅の建設工事を行う者

○補助の対象となる住宅
［1］一般型
　次の全ての要件を満たす木造住宅
　・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものであること
　・補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備
　 及び蓄積がなされていること
　・建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
［2］地域資源活用型
　［1］一般型の要件に加えて、次の要件を満たす木造住宅
　・柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などにより産地証
　 明等がなされている木材・木材製品を使用するものであること

○補助金の額
対象住宅の建設工事費の１割以内の額で、かつ一般型の場合は１戸当たり１０
０万円、地域資源活用型の場合は１戸当たり１２０万円が上限。
　申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、、事業者あたり５
戸が上限。

○エントリー兼補助金交付申請受付期間
平成23年5月10日（火）から平成23年8月31日（水）まで

「パインコレクション」カタログが
新しくなりました。

板を組み合わせた式台がアクセントに 栗の天板とブビンガと栃を組み合わせた脚 栃のカウンター 間仕切り壁として杉板を使用

※詳細は担当営業までお問い合せ下さい。

▲ヘルベントの折込
チラシ。

　スタッフの顔と、お
手紙つき。

お家にすっかりなじんだ式台

東京支店の手塚です。輸入業務を担当しています。
パインの質感がとってもいい感じ♪

色を付けても素敵ですよ。

東京支店の手塚です。輸入業務を担当しています。
パインの質感がとってもいい感じ♪

色を付けても素敵ですよ。

東京支店の手塚です。輸入業務を担当しています。
パインの質感がとってもいい感じ♪

色を付けても素敵ですよ。 OOOKAYAはなれ
〒460-0003
名古屋市中区錦3丁目12-22 名古屋錦ワシントンプラザ1階
TEL：052-959-5540　日曜定休　18：00～深夜

info.

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、特別に一枚板でない一枚をご紹介。

こんにちは。自然素材部のくまちゃんです。今回はまる
でパッチワークのように板を組み合わせて作った天板
をご紹介します。無垢ならではの木目が組み合わさって
なんだかかわいい！写真は、ケヤキを組み合わせました
が、あえて赤や白などバラバラの樹種を組み合わせて
作っても面白そうですよ！ただの一枚板でも、幅ハギで
もない個性豊かなテーブルに作りにぜひチャレンジして
みてください！

くまちゃんだけでいい！と言われそうですがたま
にはおじさんも登場。坂本です。７月のウルトラ
市に続き、音羽商談会を８月に開催！国産材を
中心に驚くほどの量と品物を
驚きの価格でご用意してお待
ちしています。お施主様との同
行ももちろん大歓迎！ぜひご来
場ください。

パッチワークみたいでかわいい！！ 音羽商談会開催！
8/4（木）・5（金）［開催時間9：00～16：00］

オーダー作成なので巾、長さ、厚みは自由自在

【写真天板サイズ】 1900×920×36
ケヤキ　無塗装　63,000円位～

いつもの一枚板はこちらで！ HPでたくさんの在庫がご覧頂けます。
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

ご要望に応じて
反り止め加工や塗装も可能

木建堂のDMにも店長から

▲

写真入りのお手紙を同封

価格も一緒になって見やすくなりました。

表紙もおしゃれなノート風に一新！


