
涼しくなったと思っていたら、あっという間に肌寒い季節です。体調を崩しやすい時期ですので、
皆さん体調にお気を付けください。今月もどうぞよろしくお願いします！ 

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！

2011.10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！

［伊藤 達哉］

〒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！

［高橋 美帆］

〒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】

［水野 敏樹］

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

ブラックウォールナット 【クルミ科　落葉広葉樹】vol.13

木 の 豆知識

フローリング材としても人気があります。

▲

野田首相を輩出し注目された「松下政経塾」

でも有名な故松下幸之助氏が創業した電気

器具メーカー。いまでは事業も多岐にわたる

総合メーカーです。「世界中のみなさまのくらし

の向上と社会の発展に貢献する」という企業

理念と、地球環境問題の悪化を背景に、近年

では環境に配慮した、エネルギー関連の開発

も進んでいます。

住宅設備から、エコキュートなどのエネルギー機器、そして家

電やスマートフォンまで開発しているパナソニックだからこそ

できた「スマートハウス」を形にした『おウチまるごと「ＣＯ２±

０」のくらしへ。』がテーマの「エコアイディアハウス」。実際

に、想定した家族の家を見学することができます。徹底した省エネ家電の

利用とエネルギーを使ったり、創ったりする機器をすべてつないだホーム

ネットワークを基軸に次世代の自然と共生しながら環境負荷を減らす暮ら

しを提案。震災後のお施主様のニーズにもぴったり！ちょっと遠いですが

これからの家づくりを考える上で、ぜひ一度見学してみて下さい。

業界人なら一度は見ておきたい！
［パナソニック］

vol.8

みかわ百年の家プロジェクト
第４期募集セミナー

11/1（火） 17：30～19：30

■ 場所 ：岡崎商工会議所401号室

  （岡崎市竜美南1-2）

　ＴＥＬ ：0564-53-6161

【1日】みかわ百年 1・2期
【2日】みかわ百年 3期

11/1（火） 2・ （水）

■ 場所 ：岡崎製材本社２階会議室

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

■ 場所 ：岡崎製材本社２階会議室

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

超かんたん経営塾

11/4（金）

総合センター
の平松です！

私も先日見学
してきました！

もうこういう時
代なんですね

♪

詳しい感想は
直接

声をかけてくだ
さいね。

総合センター
の平松です！

私も先日見学
してきました！

もうこういう時
代なんですね

♪

詳しい感想は
直接

声をかけてくだ
さいね。

…イベント実施日
…休業日

いつでも

お客様の

味方です！

▲落ち着いた色目が

　大人気！

▲ブラックウォールナット一枚板の

　見事なテーブル

クルミの実のなる木の仲間。アメリカやヨーロッパで産出される

木材です。独特の深い色合いで非常に人気があり、世界三大

銘木にも数えられています。狂いも少なく、色合いや木目が美し

いことから古くからヨーロッパでは家具用材として豊富に用いら

れており、突き板としてもかなり普及しています。近年、日本でも

フローリングや家具に用いられ、非常に人気。弊社東京ショー

ルームでも一番人気です。モダンなお家のテーブル、落ち着いた

雰囲気を作りたい時のフローリング材にお勧めです。

12/28～1/5　誠に勝手ながら冬期休暇をいただきます。
よろしくお願いします。

11月 November

【6日】みかわ百年 1・2期
【7日】みかわ百年 3期

12/6（火） ・7（水）

■ 場所 ：岡崎製材本社２階会議室

  （岡崎市戸崎元町4-1）

　ＴＥＬ ：0564-51-0861

12月 Desember

タカラ工場研修 in 三島
タカラスタンダードの三島工場への1泊

研修旅行です。ホーローのお風呂やキッ

チンがどんなふうに出来上がってくるの

かを実際に見ていただけます。ご興味の

ある方は担当営業までお気軽にご連絡

くださいませ。

11/29・（火）・30（水） 

■ 場所 ：タカラスタンダード三島工場

  （静岡県三島市）

　お問い合わせ：岡崎製材㈱本社

   　  0564-51-0861

秋のウルトラ市
今年もやります！

秋のウルトラ市！

今回はどんな企

画や展示が現れ

るかこうご期待…準備は順調に進んで

おります！今回もお施主様に喜んでいた

だけるイベントもたくさんご用意いたしま

した。ぜひご一緒にご参加ください。

11/19（土）・20（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
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お施主様を動員し、OB客様との再会の場としてご利用いただい

たり、打ち合わせ中のお客様のステップアップに使われる業者

様が会を重ねるごとに増えてきています。前回は自動車関係の

お休みが木金という中、なんと173組のお施主様にご来場いただ

きました。ご来場いただいたみなさま、誠にありがとうございまし

た。今回も、｢またお施主様と行くね。｣「連れてくと、やっぱりその

気になってくれるなあ。」という業者様のご要望にお応えして、お

楽しみイベントから目玉商品まで様々な仕掛けをご用意いたしま

す！ぜひ、お施主様とご一緒にご来場いただき、御社の営業活

動にお役立てください。

11/19 （土）・20(日)秋のウルトラ市開催！

今回も、住設メーカーや建材メーカーをはじめ、今注目の断熱材や耐震

金物メーカーまで様々なメーカーの出展を予定しています。前回の夏の

ウルトラ市出展社数は61社。今回も同様規模の出展社数を予定して

おります。定番メーカーの新商品から、はじめて出会うメーカーまで、新し

い発見のある２日間になること間違いなし！

また、毎回、お施主様にも驚かれる大きな一枚板や長ーいカウンター材

ももちろん登場！テーブル用の材料を探したり、空間を締める一枚を見

つけたり、多種多様な木材から自分の家族にぴったりの一枚を探す楽

しみを、お施主様に体感していただけるチャンスでもあります。家づくりを

楽しむ2日間！皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

耐震金物から、一枚板までご覧になれます！

お施主様動員イベントにもってこい！
1

2

■ 日 　　時：2011年11月19日 （土）・20日（日）10：00～16：00
■ 場　　所：岡崎製材総合センター(岡崎市岡町下野川62)
■ T　E　L： 0564-54-5211

info

〒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！

［石倉 和義］

2011
11
vol.13

［岡崎ショールーム］　竜美南2-1-23　水・木曜定休／10:00～17：00　TEL：0564-58-0802

［エコアイディアハウス］　東京都江東区有明3-5-1（パナソニックセンター東京内）　月曜休館/10：00～18：00

TEL：03-3599-2600　一般公開：土・日・祝日(月曜日は除く)　※見学のご予約は岡崎製材担当営業にお問い合わせください。
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お施主様の声

▲お台場観光と一緒に行くのもおすすめ！

いつもの一枚板も

▲

どんっ！と登場！！　

▲キッチンやお風呂も

　ご覧頂けます。

▲建材もカタログだけでなく、

　実物を見て

　仕様を決められます。

［エコアイディアハウス］［岡崎ショールーム］



【総合センター】
支店長：神本 宏　支店長代理：藤川 弘浩

川澄 清徳　岡田 忠　宮川 正三　新海 和俊

水野 健一　平松 史　竹内 淳哉　石倉 和義

早川 智弘

【西三河支店】
支店長：草次 悟　支店長代理：高井 一哉

小笠原 修　鈴木 亮二　木村 一郎　金原 俊伸

大角 真登　阿部 勇人　水野 俊樹

【豊田支店】
支店長：三井 真也　支店長代理：高橋 伸幸

深津 博　岩瀬 雅輝　古市 武治　山崎 信之

山崎 英樹　坪井 栄造　岡本 昌大　川口 敦

緑文字のスタッフが今回異動となりました。担当のお客

様につきましては、個別でご挨拶にあがらせていただきま

す。しばらくは混乱もあるかと思いますが、何卒よろしくお

願い申し上げます。

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

9/17（土）新豊田支店にて、

移転オープン市を開催しました。あいにくの天候の

中、たくさんのご来場をいただき誠にありがとうござ

いました。数多くのお客様にご愛顧いただいている

ことを改めて感じ、スタッフ一同今まで以上にお客

様の役に立つ仕事をしよう！と感じる一日でした。

新しい事務所で心機一転！これからも益々精進し

てまいります。今後ともよろしくお願いします。

10月1日より組織変更を行いました。
人員を集中しお客様対応のスピードと質の向上を図ります。

１０月１日より、営業スタッフの組織変更を行いました。蒲郡支店を配

送センターに変更し、総合センター（岡崎市周辺・東三河方面）・西

三河支店（西三河・知多方面）・豊田支店（豊田市・名古屋方面）の

３支店に営業スタッフを集約し、各地域での営業対応をさせていただ

くことになりました。

今回の目的は、近年の建築業界を取り巻く環境の変化や、東日本

大震災以降の、新しい住宅のあり方・ニーズに対し、迅速・かつ的確

に対応することです。人員を集中させることで営業の強化を図り、お

客様へ今まで以上に質の高い情報をより速くお伝えし、よりきめ細か

いお手伝いをさせていただきます。

なお、配送と資材のお引き取りは従来と同様の４拠点での対応とな

ります。在庫もさらに充実させ、今まで以上にお客様のお役に立てる

よう努力して参ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

たくさんのご来場
ありがとうございました。

今期大幅拡張！
より充実したサービスを
お届けします。
今期より大幅拡張した本社開発

室。これまで各店で行っていた積

算、工事の請負、お客様や全社の

企画・販促を一手に行う部署です。

集約することで効率化を図り、より

充実したサービスをお客様にお届け

できるよう試行錯誤しながら頑張っ

ています。発足したばかりでまだまだ

発展途上ですが可能性もたくさんあ

ります。今後の発展をこうご期待！！

元気いっぱいの

声が響く支店です！

本社開発室 
  0564-51-0

861

新生！本社開発室☆

仕事は「楽しむ！」が
モットーです。

ぬくもり新聞の原稿作成、

ホームページの管理、お客

様の販促のお手伝い等をし

ています。「伝える」ことのむ

ずかしさを痛感しつつ可能

性を模索する日々です。

本社開発室／石原 空子

大型新人加入！
よろしくお願いします。

9月より入社しました。年齢

は中高年ですが気持ちは若

く、工事担当として現場を飛

び回っています。身長194

㎝！見つけましたら、気軽に

声をかけてください。

本社開発室／鈴木 日出夫

還暦前ですが、
気持は38歳!

昨期まで総合センターに在

籍しておりましたが今期より

本社開発室で、積算業務を

しています。若い女性スタッ

フ二人に囲まれて、毎日楽

しく仕事しています。

本社開発室／伊藤 達哉

無垢一枚板物語

さらなる

サービス
の向上を

お約束し
ます！

「スマートハウス」は「太陽電池、蓄電池、高速通信などと省エネ家電やスマート

フォンを組み合わせた快適で暮らしやすい家」のこと。先日それを形にしたパナソ

ニックさんの「エコアイディアハウス」を見学してきました。太陽光の入り方と連

動して照明が点いたり、外出先からお湯を沸かしたり、発電量が見られたりと驚

きの機能がいっぱい！震災後ユーザーもメーカーも関心は省エネ＆エネルギー！

御社はどうやってそのニーズをつかんでいきますか？

トチ独特の木目を持つ一枚。磨くと

この杢がとってもきれいに出ること

間違いなし！ お勧めの一枚です。

形も使いやすく、大きな節もない一

枚。どんなお部屋にもよく似合う素

敵なローテーブルになりそうです。

大きな節と自然素材らしい形が特徴。お施主

様には、意外とこういうのも人気があります。

杉のフローリングのお部屋や和室にぜひ！

塗装をすると、いい色が出てきそうな一枚。

モダンなお部屋のサードテーブルにいかが

でしょうか。耳を落とせばシャープな印象に。

お買い得な一枚。片耳を落として

造り付けのカウンターやニッチにも

お使いいただけます。

東京支店の隠れた人気商材。ベランダやデッ

キ、店舗での使用多数。大きさで多少、価格が

異なります。お気軽にお問い合わせください。

［トチ］ ¥20,000
1380×380～480×50

1 ［メ－プル］ ¥21,000
1000×490×42

2 ［杉］ ¥35,000
1600×540×65

3

［ブラックウォールナット］ ¥14,000
940×450×47

4 ［中国パイン］ ¥9,000
1490×350×38

5 ［杉磨き丸太スツール(手掛け付)］ ¥2,500～
420ｘ250φ～

6

「自然素材部のくまちゃんです。」と言
いたいところですが、実は本社営業部
に異動になりました。このコーナーに
はご要望にお応えして（？）引き続き登
場しますのでよろしくお願いします！

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

3

4

5

6

空間のアクセントに！磨くと絶対きれいです！

ローテーブルに
ぴったり！

人気の樹種で
この価格はお得！

驚きの
価格！

隠れた
人気商品！

2

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、ちょっと小ぶりながらもご活用いただきやすい形やサイズのものをご紹介！

住宅提案の仕上げとしてぜひお使いください！

石原 空子

鈴木

日出夫
伊藤 達哉

豊田支店オープン市開催しました。

「スマートハウス」ってご存知ですか？①

夕方暗くなると
自然に照明が点灯。
明るい時は自然に消灯。
もちろんＬＥＤを
使用しています。

▲エアコンプラス床下の
　冷たい空気を室内に
　入れることで冷房効率
　アップ

▲エネルギーを創るもの、貯めるもの、使うものをつなぎ、もっとも
　効率がよい方法で消費し、それをすべて見える化。
　見ることで住む人の意識も向上させる「ホームネットワーク」

工事チーム…

あ、昼間は誰
もいない。

工事チーム…

あ、昼間は誰
もいない。

伊藤リー
ダーのも

と

娘たちも

張り切って
います！

伊藤リー
ダーのも

と

娘たちも

張り切って
います！

代表取締役 八田 欣也


