
暑い日がまだまだ続きますが、私ごとながら岡崎製材では決算が近づいております…。
というわけで、どうしても売りたい！今月は決算市も盛りだくさん！いつも以上に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］

Event Calendar!!

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

ゼブラウッド 【マメ科　落葉広葉樹】vol.11

木 の 豆知識

ヘルベントで販売中の

▲

巾ハギダイニングテーブル　

水廻りと言えばＴＯＴOという方も多い、老舗

メーカーＴＯＴO。まだまだ下水道も整備されて

いなかった時代に、「国民の生活を向上させた

い」との思いから衛生的な陶器の便器を国内

で生産する事に踏み切ったのがＴＯＴOです。

それから90年。今でも、環境に配慮し、毎日を

豊かにする製品を発信。リフォーム商材も豊富

です。

断熱クッション層の入ったお風呂

の床は畳のように柔らかい。だか

ら、「冷たくない」、「滑りにくい」はも

ちろん、膝をついても痛くない。モノ

を落としても響かない。そして、なん

となくほっとするのです。

さわってビックリ！ 畳のような床。

二重断熱構造で6時間経っても湯温が2℃しか下がらない魔法びん

浴槽。帰りが遅いお父さんも追い焚きしなくても温かいお風呂に入れ

ます！ だから、とっても省エネ！

もはや定番！ 魔法びん浴槽！

［TOTO］

vol.6

和歌山山林～プレカットまで
見学ツアー

9/3（土）

【6日】 みかわ百年 1・2期
【7日】 みかわ百年 3期

9/6（火）・7（水）

パナソニック
施主様向けセミナーin岡崎

9/8（木）

9/10（土） 9：00～15：00

　  ■ 場所 ：岡崎製材蒲郡支店（蒲郡市浜町19）

ＴＥＬ：0533-69-5115

 

  

　  

音羽商談会

9/22（木）・23（金） 9：00～16：00

■ 場所 ：岡崎製材　音羽銘木センター

  （豊川市長沢町字音羽43）

　ＴＥＬ ：0563-55-2281

豊田支店オープン市
支店移転記念ですから！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。

9/17（土） 9：00～16：00

■ 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

パナソニック　太陽光相談会
ショールームで行う、業者様もお施主様

も参加して頂ける相談会です。

9/11（日）

■ 場所 ：パナソニック岡崎ショールーム

  （岡崎市竜美南2丁目1-23）

　ＴＥＬ ：0564-58-0802

総合センターの森原です！この夏を機に、施主様は「省エネ」や「節電」に大注目すること間違いなし！しっかりとした提案でこころを掴んでください！

総合センターの森原です！この夏を機に、施主様は「省エネ」や「節電」に大注目すること間違いなし！しっかりとした提案でこころを掴んでください！
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いつでも

お客様の

味方です！

2011

9

9月 September

【4日】 みかわ百年 1・2期
【5日】 みかわ百年 3期

10/4（火）・5（水）
10月 October

光熱費を最小限にするには1

2 気密性もお任せ下さい！
新聞古紙を断熱材に再利用したセルロースファイ

バーの断熱材。専用シートを貼り付け、壁内に施工

していきます。原材料となっているのは日本の新聞

紙。35坪ほどの住宅を断熱するのに約３０年分の

朝刊を利用します。つまり、今の日本の住宅のサイ

クルとちょうど同じです。リサイクルの観点からみて

もとってもエコです。また、軽くて軟らかい木材繊維

なので、高い吸音性能があります。雨の音や外の

騒音をしっかり防いでくれます。道路沿いや繁華街

など、外の音が気になる立地

の方にはとってもお勧めです！

3 吸音性も求めるならコレ！

『節電』も『省エネ住宅』も要は断熱！

▲冬場の「ヒヤッ」を「ほっ」に変えます。

▲他樹種にはない

　縞模様

防虫、防かび、難燃処理を

▲

行っていますので、　

万一の時も安心！　

▲複雑な構造の部分も吹き込み工法ならしっかり断熱材を入れられます。

節電が必須となったこの夏。改めて電気もガスもあって当たり前ではないのだと言う事を痛感させられます。これから日本のエネルギー政策

がどのようになっていくのかまだまだわかりませんが、私たち住宅に携わる者が出来るのは、わずかなエネルギーで十分快適な住まいを提

供する事ではないかと思います。そのための要はやっぱり断熱！ 仕上がってしまうと見えませんが建物の要。お施主様も、省エネやランニン

グコストを気にされる方が増えています。いまこそ、見えないところが大切！そこで、今回は今好評の断熱材をご紹介させて頂きます。

［●●ショールーム］ 

岡竜美西1-10-2　水曜定休/10:00～17：00

TEL:0564-59-0875

▲家族みんなが快適な

　お風呂！

ウレタンフォームを現場で吹き付けるタイプの断熱材。事前にシートを施工部

分に張り、そのシートにウレタンフォームを吹き付けていきます。隙間なく吹き付

けていくので、マット状の断熱材よりも細かい部分まで断熱でき、高い気密性が

確保できます。そのため、エアコンを止めた後でもその冷気が逃げにくく涼しさ

が続いたり、帰宅後の空調の効きが早いのが特徴。つまり、わずかな空調の

使用で快適な空間をつくることが出来、エコ＆省エネ！を実現できます。高気密

なため遮音性能が高いのも魅力です。また、万が一壁内に湿気が侵入した場

合でも接着強度が強いので垂れ下がりも少ないのです。光熱費を気にするお

施主様にぜひ、お勧め下さい！

吹き付け施工風景
▲

　ＱＲコードから動画もご覧になれます。　

▲「エアコンは弱運転で十分！ 」や、「外から

　帰っても温かい。」という声も。

▲小物になっても素敵です。

23
30

24
31

「左」がほっカラリ床で、「右」が従来の床。

見ての通り、まるでシマウマのような白と黒の縞が

見られるのが特徴。アフリカの熱帯雨林に生育

し,高さ30ｍという高木に育ちます。その装飾性と

磨くと光沢がでることから突き板として壁材や家

具材として用いられ、昭和30～40年代には大流

行したそうです。その他、ボタンや楽器としても多

く用いられています。岡崎製材の倉庫にはもちろ

ん、無垢材もございます。このインパクトある一枚

で是非お施主様を驚かせてみてください。

一部イベント詳細は、HPでもご覧頂けます。
岡崎製材 検 索

蒲郡支店・西三河支店
合同決算市



合わせ技で儲ける！

○○で
儲ける！

チラシだけでお客様が来て、すぐに受注になる。そんな

時代もあったようですが、今は気になったらまずネットで

検索、他社と比較し、再度確かめてやっと問合せ。と

いう方が増えています。だからこそ、チラシだけでなくそ

の後見るであろうホームページや見学会の後のＤＭま

で考えておくことが大切。複合的なアプローチが効果

を倍増させます。

地道にコツコツ

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

9月5日（月）より四郷町の事務所

から御船町の事務所へ移転いた

しました。敷地もかなり広くなり在庫

もたっぷりおける倉庫も併設してお

ります。今後とも、御愛顧のほどよ

ろしくお願いいたします。

チラシ、ＨＰ、ＤＭの連動が大事。

ウルトラ市へもDMから動員し、

▲

ステップアップする方や、
OBとの再会の場として使う
方も増えています。

業界
情報！

地域材活用促進支援事業

4月1日から募集が始まっている地域材活用促進支援事業。先日のウ

ルトラ市にてご紹介したところ、予想していた以上にお施主様が興味を

持ってくださっていましたので、今更ながら改めてご紹介。

愛知県以外の県の認証材でも対象になります。

以前よりご紹介しているＪパネルや山長商店の構

造材の利用で対象㎥数に達することが可能です。

豊田支店が移転オープン！

敷地も広くなり在庫も豊富に。

ご不明な点や、詳しい手続きにつきましては

担当営業までお問い合せ下さい。

▲新規の設計士さんへの

　ウルトラ市のご案内（ＦＡＸ）

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。

新しい事務所お披露目の

オープン市！価格も品ぞろえ

も張り切って皆さまのご来場

をお待ちしております。

9月17日（土） 9：00～16：00

場所：新豊田支店　豊田市御船町待井64-1

ＴＥＬ：0565-45-8013

info.

情報量の豊富さと
スピードではどこにも
負けません！
いつもウルトラ市の会場となる総合

センターに事務所を構えています。

「岡崎製材」のまさに地元「岡崎」に

根を張り地域のお客様のお役に立

てるよう頑張っています！老若男女バ

ラエティに富んだスタッフ構成で常

に「お客様目線」を意識。情報力・提

案力・クレーム解決力どれも常に工

務店様の向こうに見える「施主様」

を考えて「地域一番店」を目指しま

元気いっぱいの

声が響く支店です！

総合センター
   0564-54-5

211

「チーム神本」全員集合！

電話は３回コールで
出ます！

入社して３年目になる営業

アシスタントです。まだまだ

未熟ですが、お客様のご要

望に応えられるよう頑張りま

す。事務所で見かけたとき

には声をかけて下さいね♪

総合センター／竹内 真奈美

どんな時でも
ポジティブに！

リフトマンをやっています。体

力と技術が必要で大変です

が、頑張っています！いつか

フォークリフトのつめ先で飲

み物を注げるぐらいになって

やろうと企んでいます。

総合センター／原田 聡

旧姓“村橋”です。
新妻になっても頑張ります！

入社３年目。住設営業から

アシスタントになって半年が

経ちました。まだまだ新い事

を覚える日々ですがお客様

の役に立てるよう頑張ます！

総合センター／河内 優子

全員がオールラウンド

プレイヤーを目指します！
全員がオールラウンド

プレイヤーを目指します！

笑顔でお待ちしています！

笑顔でお待ちしています！

グリーンカー
テンにも

挑戦中！
グリーンカー

テンにも

挑戦中！

川里美香

オープン市開催！

申 込 期 限 ： 平成２４年１月１６日まで（予算に達し次第終了）

補助の条件 ： 愛知県内の新築または増改築等

  公共施設以外の住宅、建築物（店舗や事務所などを含む）

  地域材を10㎥以上利用する事（増改築は5㎥以上）かつ、

  地域材の割合が木材利用量全体の50％以上であること

  国や県その他の補助事業の対象でないこと　

補 助 金 額 ：  

地域材利用量（㎥）
補助額（円/物件）

あいち認証材
利用量3㎥以上

あいち認証材
利用量3㎥未満

25以上 400千円 360千円

20以上 25未満 300千円 270千円

15以上 20未満 210千円 189千円

10以上 15未満 130千円 117千円

5以上 10未満 60千円 54千円

DMなどで
いつでも声をかけてね！
という意思表示も
大切です。

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。

音羽商談会特別企画

●当日引き取りのお客様はなんと！ 販売価格からさらに5％引き

●今回限りの目玉商品もあります。

大物や珍品も多い音羽の倉庫。ご来場頂いた事があるかたも、ない方もこの機会をお見逃しなくご

来場ください。お施主様ご同伴ももちろん大歓迎です。

Ｗｅｂでも見てね！！
こんにちは。くまちゃんです。今回はかなり坂本

にスペースを取られましたが、いつもの一枚板

はＷｅｂでもご覧になれます。そう、もうそういう時

代です♪ぜひご覧下さい。

市の告知は私にお任せ！坂本です。私事

ながら弊社は９月末決算。というわけで、な

んとか買って頂きたく

必死です！社長に内

緒で特値を出してしま

うかも…。つまり、絶対

損はさせません！必ず

ご来場ください。そして

買って…。

音羽商談会開催！　9/22（木）・23（金）【開催時間9：00～16：00】

無垢材がたっぷり詰まった倉庫を大公開！！

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

→川豊 至崎岡 至←

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

ＦＡＸを見て検索して頂くとより詳しい情報をネットで見られるように。

我が家は築１０年の一戸建。これまで、デッキの塗り替えや外壁のメンテをしまし

た。自分で判断してお願いしていますが、一般の方はそうはいきません。そんな時、

すぐ相談できるのが地域工務店様の良さ。大きな工事ばかりに気をとられてしまい

ますが、お客様に話を聞くと、小さな工事の対応が紹介やリピートにつながること

が多いようです。小さな事もしっかり行う、そして新築後もＤＭなどでの絆づくりな

ど、本当に地味ですが、地道にコツコツがやっぱり大切。

A4一枚のチラシに比べ、

▲

ホームページなら地図や
最新情報を無限に告知
できます。


