
若木は枝や樹幹にとげがありますが、老木にな
るに従い鋭さを失います。また、若芽は食用とし
て用いられることも。葉が10～30cmもあり、天
狗の団扇のような形から「テングウチワ」とも呼
ばれ、秋に黄葉します。北海道に多く自生し、肥
えた土地に生えているので、農地開墾の適地
の目印でもありました。また、木目がケヤキに似
て美しいことから家具材としても古くから用いら
れいます。

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！
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〒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！

［神谷 昭伍］

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

【蒲郡支店】

［佐々木 由美］

〒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！

［川里 美香］

〒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】

笑顔で
お待ちして
います！

［吉良 果］

Ev en t  Calen dar ! !

Pick Up Showroom!!
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

栓 【ウコギ科　落葉広葉樹】vol.10

木 の 豆知識

ヘルベントでも

▲

栓のテーブルを展示中です。　

▲特徴的な大きな葉

ガス給湯器で有名なノーリツ。住設機器も充
実しています。さらに今回、太陽エネルギーシス
テムの新商品も加わりました。発電パネルだけ
でなく、集熱器などもあり、発電まではしなくて
も、ガス給湯器の補助として太陽エネルギーを
使う方法も提案されています。「熱源はガスが
いいけど太陽光にも興味がある。」というかたに
おすすめ。

太陽光発電＋エコキュートやエネファーム
よりも、お手頃価格で設置が可能です。
発電機能はありませんので電気代は変わ
りませんが、太陽の熱と補助熱源機のエ
コジョーズで温水床暖房までまかなえる
ので、ガス代がぐっとお安くなります。
床暖房は電気に比べ、ガスの方が立ち
上がりが早く人気があります。電気もガス
もそれぞれに得意不得意がありますので、
お施主様に応じて是非様々なご提案をし
てみてください。

太陽の恵みを使ってガス代を減らす！
［ノーリツ］

vol.5

【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

■ 場所：岡崎製材音羽倉庫（豊川市音羽町字沢尻43）

豊田閉店市
長らくご愛顧頂いた豊田支店での閉店市で
す。もちろん全部売り切りたい！というわけで
大特価です！ぜひご来場ください。

8/20（土） 9：00～16：00

■ 場所：岡崎製材 豊田支店（豊田市四郷町天道45-10）
　　　ＴＥＬ：0565-45-8013

［岡崎ショールーム］ 
岡崎市東明大寺町9-9　水曜定休/10:00～17：00
TEL:0564-22-3660

総合センターの森原です！この暑さにはまいりますが、太陽エネルギーの強さをひしひしと感じています。是非、財布にやさしい太陽光の活用法をご提案下さい！

総合センターの森原です！この暑さにはまいりますが、太陽エネルギーの強さをひしひしと感じています。是非、財布にやさしい太陽光の活用法をご提案下さい！

総合センターの森原です！この暑さにはまいりますが、太陽エネルギーの強さをひしひしと感じています。是非、財布にやさしい太陽光の活用法をご提案下さい！
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いつでも
お客様の
味方です！

2011
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＊8/12（金）～16（火）まで誠に勝手ながら夏季休暇を頂きます。

太陽の光を使う！1

太陽光発電と言えばオール電化！ と思いがちですが、ガス＋太陽光の「ダブル発電」
も今注目されています。生活スタイル（昼間在宅かどうかや、家族構成など）や床暖房
の熱源によってはダブル発電の方が金銭メリットがあったり、震災の影響でエネル
ギー源の一本化に不安を感じる方が多いのが理由のようです。太陽光発電と合わ
せて、どんな熱源が最もそのお施主様に適切なのか？も重要です。今こそ「お施主様
のために」最適な住まいとは何か。を一緒に考えてみませんか。

2 オール電化かダブル発電か？

節電が大注目のこの夏におすすめ！

エコジョーズが

▲

内蔵された蓄熱器　

▲
集熱器

豊田支店オープン市
新支店オープンですから！日ごろの感謝を込めて気合の入った品ぞろえと価格です！
もちろん、他支店のお客様も大歓迎！ぜひご来場ください。
■ 場所：岡崎製材 新豊田支店（豊田市御船町待井64-1）　ＴＥＬ：0565-45-8013

蒲郡 決算市

9/10（土） 9：00～16：00

■ 場所：岡崎製材蒲郡支店（蒲郡市浜町19）　ＴＥＬ：0533-69-5115

西三河決算市

9/17（土） 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）　ＴＥＬ：0563-55-2281

音羽商談会

9/22（木）・23（金） 9：00～16：00

【6日】 みかわ百年 1・2期　　【7日】 みかわ百年 3期

9/6（火）・7（水）
9月 September

▲ケヤキに似ているので
　着色してケヤキ風に
　用いられることも

太陽光発電の仕組み

2

1

3

4

床暖房はガスの方が立ち上がりが早い！

　

■ 場所：岡崎製材音羽倉庫（豊川市音羽町字沢尻43）

1 電気をつくる
太陽電池モジュール
屋根に設置し、太陽の光で、電気を作ります。

2 電気を集める
接続箱
つくった直流電力を集め、パワーコンディショナに送ります。

3 電気を変える
パワーコンディショナ
直流を交流に変換。家庭で使える電気にします。

4 電気を見る
カラーモニター
毎日の発電状況を、ひと目で確認。環境貢献度が実感できます。

中部電力による浜岡原発の一時操業停止も決まり、この地域でもますますエネルギーに関する興味が高まってきています。また、節電への
意識から自然のエネルギーの活用や省エネ性能を求める声は増えてきそうです。そんな中、注目されているのが太陽光パネル。今回の震
災でも、発電でき助かった。という声もあったようです。実は、太陽光パネルとひとことで言っても、様々なメーカーが色々な商品を出してきて
います。さらに、国からの補助金の条件が60万円/kwになったことにより、高性能で高価なパネルには補助が下りないという現実がありま
す。しかし、長い目で見れば高性能な物の方が発電量も多く、当然売電額も多い。プロとしては、お施主様のライフスタイルやご予算、ご要
望に応じて的確にアドバイスをする事が求められてきています。岡崎製材では、試算やメーカーの選定もアドバイスさせて頂きます。この
チャンスを是非一緒に掴みましょう！

可愛い

モニター
も多く、

子供も楽
しく節電

。



ターゲットを
絞って儲ける！

○○で
儲ける！

趣味嗜好がさまざまとなった現代、「30代夫婦」というター
ゲットでは反響は少ない。それより、「家庭菜園が趣味の
夫婦」という狭いターゲットに、広いデッキと雨水タンク、
バーベキューコンロなどを完備したプランを用意する方が
反響が出る時代です。理由は、「私の事わかってる！」とい
う『共感』がなにより重要になってきているから。モノではな
くコト、共感や信頼をつかむ事が大切な時代です。

震災後のお施主様の変化
各メディアの報道によると、震災後家づくりを考えているお施主様の心境にも様々
な変化が表れています。耐震性能や熱源はもちろん、地盤状況や水害の影響など
に敏感になってきており、それを受けて海辺の分譲地の着工が見合わされるなどの
影響も出てきています。その他実家や職場との距離も重要事項に加わってきてい
るそうです。土地選びからのアドバイスや情報提供も重要な時期ですね。

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

長らくご愛顧いただきました豊田支
店が、広い敷地の新事務所に移
転する事になりました。在庫も豊富
になり、より一層皆様のお役に立
てる事と思います。今後ともよろし
くお願いします。これまでの事務所から車で約6分。
9月1日より新事務所にて営業を開始致します。

みんなではなく「あなた」に届ける。

震災後のお客様アンケート　※日経ホームビルダーより

業界
情報！エネルギー関係

使える小冊子ご紹介

お施主様から「どっちが省エネ？」「どうすれば節電できるの？」と、質問さ
れることが増えた。という建築業者さまの声をよく聞くようになりました。そ
こで、お施主様向けの小冊子をご紹介します。営業ツールやＯＢ客様訪
問のツールとしてもお使い下さい。

オール電化
「いつもブック

（もしもブック）」

オール電化
Ｑ＆Aブック

東邦ガス
「ここちよさに

出会える本」

家庭でこれってどうなの？
と感じる疑問に的確に応
えてくれる小冊子。そうな
んだー。と感心する事も
いっぱい載っています。

停電対策や普及率など
オール電化を採用する
前に感じる不安や疑問
を解決してくれます。採用
検討中の方必読です。

今のガスってこんなこと
までできるの！という発
見がいっぱいの一冊。
意外と知らないガスの
魅力が分かります。

9月1日 豊田支店が移転します！

敷地も広くなり在庫も豊富に。

※それぞれ、中部電力と東邦ガスから発行されています。
　直接ご請求頂くか担当営業までご一報下さい。

使っているシーンの写真は

▲

より共感を呼びやすいです。　

▲ＨＰでの検索をする世代が
　ターゲットの建設会社様
　向けのお知らせ

新住所：〒470-0371 豊田市御船町待井64-1
TEL：0565-45-8013　FAX：0565-45-3588

※ＴＥＬ・ＦＡＸはこれまでと変更ありません。

現事務所での最後の市です。在庫を一掃した
いのでもちろん大特価！あなたの
お越しをお待ちしております。

8月20日（土） 9：00～16：00
場所：現豊田支店
豊田市四郷町天道45-10
ＴＥＬ：0565-45-8013

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、ちょっと個性派揃いです！アイディア次第でとっても面白くなりそうな原石ばかり。
興味を持ってくださった方は、是非担当営業にご一報を！

赤身の入っていない綺麗な一枚で
す。磨くとより光沢がでてきます。

マキの木の一種で、シロアリに強
く、沖縄などでは建築資材としても
古くから使われる木です。

片耳を落としてカウンターに使える
サイズです。厚みも十分にあってお
すすめ！

ちょっと茶色がかった独特の色身が
渋くて魅力的！ありきたりのものじゃ
つまらない！という方にお勧めです。

ブビンガの白太が多く出ている一枚。な
んだかしましまみたいでどってもおしゃれ！
モダンな空間にもよく合いそうです。

これぞ無垢！という一枚。お施主さんに
はこういうのも人気があります。座卓な
どにしてプレゼントするのもおすすめ。

［トチ］ ¥19,000
1460×300～460×43

1 ［イヌマキ］ ¥25,000
2000×390×63

2 ［イチョウ］ ¥20,000
2000×450～630×58

3

［朴］ ¥25,000
1800×450×45

4 ［ブビンガ］ ¥30,000
1530×500×40

5 ［杉］ ¥6,000
800ｘ550ｘ41

6

自然素材部のくまちゃんです。毎日本
当に暑いですね！いつも事務所にいる
私は、ちょっと外に出るだけでクラっと
来てしまいます。皆さんも熱中症には
ご注意を！

倉庫には無垢材が

こんなにたくさん！

※表示価格は、そのままずばりの卸値です。

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！

1
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6

カウンターサイズ

おすすめの良材！

くせのない一枚！

独特の色が魅力的！

サイドテーブルや
座卓に！

ツートンが
素敵！

常にお客様満足の向上を
追求します
チェックチェックで
お客様満足品質
｢お客様満足｣｢日々成長｣を実践し
ます。人のお役に立ち、人から必要
とされ、自らの存在価値を実感する、
この上の無い喜びを感じられる様、
日々｢成長努力｣をして参ります。お
客様の良きパートナーとして、お客
様、お施主様の｢夢の実現｣に向け
て、お手伝いさせて頂きます。

元気いっぱいの

声が響く支店です！

オカザキプレカ
ット   0564-48-

7321

個性豊かな面々が勢揃い！
可能性に期待して下さい！

正確な伏図作成が
できるよう
心がけています。

入社して7年目でＣＡＤ入力
をしています。 伏図に関する
事でしたら常にプレカットに
いますのでお気軽にお電話
下さい。些細な事までお答え
します。

オカザキプレカット／犬塚 磨美江

元気いっぱい、全力投球
プレカット復活に
奮闘中です。

事務処理全般を担当してお
ります。Shyな人が多いPC
の中ではかなり浮いているで
しょか・・・̂_^; 責任感ある仕
事でお客様の満足度UPの
ため日々頑張っています。

オカザキプレカット／伊藤 正美

お客様が
満足のいく家づくりの
お手伝いをします。

工場内で主に柱加工を担当し
ています。お客様お施主様の
立場に立って、より良い家づくり
のお手伝いができる様に頑
張っています。役柱の交換な
ど、お願いすることもあるかと思
いますが、よろしくお願いします。

オカザキプレカット／宮本 武司

スローガン
！妥協を許

すな！

これくらい
はいいの判

断！スローガン
！妥協を許

すな！

これくらい
はいいの判

断！スローガン
！妥協を許

すな！

これくらい
はいいの判

断！

2

「クレーム0」を
目指して…
頑張ってます！

プレカット
全員の総力を
活かし大きな器に
する工場！

（サイズ：A5） （サイズ：A6） （サイズ：A4）

川里美香

豊田閉店市開催！

液状化の危険度が分かるサイト
防災マップから進むと、地域の液状化危険度が
分かるマップをご覧になれます。

愛知県防災学習システム 検 索


