面 ＦＲＰ防水は駐車場にも有効です!

頒価：216円（送料込み）

ヒートショックは平幹二朗さんの命も奪った？
さらに
が注目

早いもので、二〇一 してみる必要がありま

後はこの希望を胸に

六年もあとわずかとな す。素直な心で、自分 抱き、目的と目標を実

りました。年を追うご 自身を観察・検証をし 現させるための動き、

十月二十三日、俳優の る時にはテレビドラマに 入浴する方などはヒート

る十二月は、成果と反 改善点が浮き彫りにな て当たるべしと心得る

てしまうように感じら はこうだった、こうす 肝心です。そして、実

とに、一年が早く経っ てみると、意外とあれ 行動力の持続・継続が

平幹二朗さんが急逝して レギュラー出演している ショックに要注意です。
しまいました。自宅の浴 ほどに元気でありました。 躍進では、ヒートショ
そこで、最も可能性の ック対策用の浴室換気乾

そうして、第三者の

しかし、反省ばかり

ことが肝心です。

目を持つことによって、して、意気消沈してし

取付タイプ﹂をご用意い

等はどうで

目標や抱負

に繋げる

して希望

あり」と言いますよう において、障害になる に避けなければなりま

「一年の計は元旦に 自分がいつも同じ場面 まうことだけは、絶対

明確にすべき大切な時

省、そして改善事項を るものです。

一年の総決算に当た いろな反省点や課題点、においても熱意を持っ

べきだったなど、いろ 現させるために、何事

室で倒れていたところを

期だと考えます。

れます。

発見されたのですか、そ 高い死因として、ヒート 燥暖房機として、﹁壁面タ
の死因はヒートショック ショックが考えられまし イ プ ／ 浴 室 用 ／ 防 水 仕
﹁
︑同／脱衣室・トイレ
であるとされています。 た。急性心不全、心筋梗 様﹂

に、年初に打ち立てた 壁や弱点が発生し、そ せん。反省と改善、そ
たしました。

ことが重

進にもご注文、問い合わ

あったか、

と再確認

要である

せは相次いでいます。

笠井輝夫

このようなことを踏

れを克服しなければな してください。

毎年のことなのです らないことに気付くの

いかがでしょうか。

まえて、二〇一六年度

る症状が現れます。特に、

り脈拍が早くなったりす

って、血圧が急変動した

だろうかと、ドキッと えなければならない課 望しております。

繰り返しをしていない 服するために、乗り越 けにしていきたいと熱

標を打ち立てるという ずから苦手なことを克 かしいスタート、幕開

明けて、また新たな目 うと決意をすれば、自 たなる希望に燃え、輝

昧にしたままで、年が ぶ力を身につけていこ 年度の新春を控え、新

広い分野・領域に及 の総決算と、二〇一七

が、自分が打ち立てた です。

冬場の浴室の脱衣所やト

することがあります。 題が明確になるもので

こと、決めたことを曖

イレ、廊下などで発症し

呼吸症候群や不整脈があ

肥満気味の方、睡眠時無

病・動脈硬化のある方、

に及ばず、高血圧・糖尿

六五歳以上の方は言う

の内なるものを外から み上げ、希望が芽生え す。来年も宜しくお願

己観賞、即ち自分自身 う熱い思いが内からこ 感謝！すべてに感謝で

できたでしょうか。自 れらを成し遂げるとい ございました。感謝！

ことが、果たして実現 が浮き彫りになり、こ た。本当にありがとう

自分でやると決めた す。理想像や挑むこと 変にお世話になりまし

い致します。

観てみるということを てくるものです。
な方、お酒を飲んでから

る方、熱いお風呂が好き

皆様には今年一年大

やすいのです。

血管の過度の収縮によ

影響のひとつです。

㈱躍
進
代表取締役

度省みては

http://www.yakushin.jp

結果を今一

浴室換気乾燥暖房機の
平さんは、以前に肺腫
ヒートショックは、脱 お問い合わせは躍進まで
瘍の手術や、肺癌で左肺
の四分の一を切除したこ 衣などによって、急激な お気軽に。

住 宅
情報誌

ともありますが、回復し 温度変化にさらされて引
ています。また、亡くな き起こされる身体への悪

持病、生活習慣
にも注意

﹁同／換気
この報道を受けて以来、塞、くも膜下出血などの ・ 小 部 屋 用 ﹂︑
﹁同／換
浴室換気乾燥暖房機への 突発的な死因を引き起こ 扇内蔵タイプ﹂︑
気扇連動タイプ﹂︑
﹁天井
注目が一気に高まり、躍 すからです。

浴室換気乾燥暖房機

笠井 輝夫

面 ガーデニングとバルコニーづくりで住空間を豊かに!

！
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来年度 の目玉商品

にも

有効です！

躍進では、来年度の目 スであるＦＲＰ防水は、 断、ひび割れ、剥離を防 信頼と実績の躍進におま
かせください。お電話を

駐車場のＦＲＰ防水も、お待ちしております。

玉として、駐車場のＦＲ 当社独自の２ＰＬＹ＋ド ぎます。
Ｐ防水事業を本格化させ レン部の「サンドウィッ
チ工法」が最大の特徴。

本年度に少しずつ準備 創業以来五万棟以上の施

る予定です。
をし、小規模な受注を重 工実績で培われた技術に

K 048―688―3388
強度に優れた鍛造品を
N 048―680―7615
使用しています。
ＵＲＬ=ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｙａｋｕｓｈ
ｉ
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鍛造品は、加熱した金属を金型で圧縮、打撃、鍛錬して成形されます。
ｌ=ｙａｋｕｓｈｉｎ-ｎｏ１@ｎｉ
ｆ
ｔｙ.ｃｏｍ
一般的に疲労度が大きい箇所や靭性が必要とされる部分に使われます。 Ｅ-ｍａｉ

鍛造品を使用！

ねて、実績を作り上げて より、漏水事故ゼロ件の

鋳造品ではなく

まいりましたが、その手 信頼を獲得しています。

枠

日立オートモティブシステムズ（旧トキコ）社製。
半永久的に使用が可能です。

お問い合わせは
躍進までお気軽に！

オイルダンパー

応えが十分にあったため、 ガラスマット一層の場
膜不足や入隅・ジョイン

今年の締めくくりとして 合では、立ち上がりの塗
ご案内しております。
下の写真は、最近お仕 ト部分の動きが大きい場
事をいただいた現場です 合に不安が残りますが、

トグル制震構法

耐震性がアップ！

が、ここも近々にＦＲＰ ガラスマット二層に中塗
防水を施工し、駐車場と り、トップコートという
して稼動するようになり 手順の場合、入隅部が四
ドレン部分には、「サン

層になるため安心です。
ドウィッチ工法」
を採用し、
躯体の動きに追従して破

ますます好評！

開口部や空いている壁面を補強するだけで

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

ます。

リーズナブルな
ＦＲＰ防水
一般に、大型施設の屋
上をはじめとするスラブ
には、ウレタン防水やシ
ート防水が用いられます
が、クルマの出入りが激
しい駐車場には、強度が
高いＦＲＰ防水がうって

躍進のコアコンピタン

スの実現に成功しました。

ルなコストパフォーマン

保しながら、リーズナブ

技術をもとに、性能を確

ではこれまで培った施工

多く聞かれますが、躍進

くなるのではという声も

しかし、平米単価が高

つけなんです。

ＦＲＰ
防水 は
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

境に配慮するため、火災 会合を開き、インスペク

国土交通省は十一月七

国交省、
時における避難安全性を ション（建物状況調査）
「シェアハウス」
の
居住水準を検討

確保するための措置（非 の普及に向けた取り組み

からの説明があった場合、規約上で方針を明示して 常用照明装置、警報機の を盛り込んだ改正宅建業

特区民泊を実施するか否 おく」などの対応が望ま 設置）と、近隣住民等の 法の施行に向け、重要事

また、住宅の借主がさ ための措置（特区民泊実 ペクションの有効期間な 用による共同居住型住宅

かについて、特区民泊は しいことを周知しました。良好な住環境に配慮する 項として説明するインス 日、「既存ストックの活
事業予定者が周辺地域の

会」を設置しました。既

改正国家戦略特別区域 住民からの苦情・問い合 らに転貸して特区民泊を 施管轄の地方公共団体か どに関する検討を行いま の居住水準に関する検討

ンスペクションは、既存 たなセーフティネット住

改正法で求められるイ 存ストックを活用した新

ョン管理組合等への情報 泊七日から二泊三日に緩 （管理組合）でよく議論 の承諾を得て、転貸条件 た。

住宅売買瑕疵保険への加 宅の整備に向けた取り組

マンション管理組合の 泊実施区域内の新規分譲 れる場合について、安全

する配慮などに関する 措 す 。

しました。
ら60代までの全国の既婚女性（子ども有り）500名を対象に
ＬＩＸＩＬ住宅研究所（東京都江東区）はこのほど、20代か
『身の回りの整理に関する大調査』
を実施しました。年末の大掃

除前に、
「自宅にある物」
「実家に預けている物」
「夫の所持品」
と
Ｌ
ＩＸＩ
Ｌ調べ

既婚女性の身の回りの整理、
「十分なスペースはない」86.1 ％

いう、普段片付けられない物の整理について調査したものです。
問では、89.0％（445人）が整理・廃棄したいと答えました。
そ
自宅にある物を整理・廃棄してスッキリしたいかを聞いた質
のうち、整理・廃棄したいが実際には捨てられないと思う物が

あるという424人に対して、捨てられない物を収納するスペー

い」
と答えました。
また、
「十分なスペースはない」
と答えた人の
スがあるかを聞いたところ、86.1％が「十分なスペースはな

「特にない／わからない」
が42.7％でした。

収納スペース対策では、
「 実家に置かせてもらう」が23.8％、

に預けている物が実際にあるかを聞いたところ、
「預けている」
そのほか、実際の収納スペース対策で、夫婦どちらかの実家

ビーカーや節句人形」
が14.8％で最も多かったようです。

は38.4％でした。実家に預けている物では
「使わなくなったベ

売主別マンションの
住み心地満足度ランキングを公表

ト（東京都中央区）はこのほど、同社が運営するマンションの無

不動産ビッグデータによってビジネス展開するスタイルアク

料会員制セカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」で、売

主別マンションの住み心地満足度ランキングを公表しました。

共用部、立地の 6 項目の住み心地に対する満足度、
（2）知り合

同ランキングは、
（1）住戸設計、住戸環境、設備水準、耐震性、

いへの推奨度、
（3）購入マンションの総合満足度から評価する

ものです。その結果、1 位が住友不動産と野村不動産、3 位が

が東急不動産となりました。

三井不動産レジデンシャル、4 位が三菱地所レジデンス、5 位

険の引き受け期間を、対

少子高齢化や若年世帯

国土交通省は十一月九 象となる住宅の現地検査 の収入減などで、子育て

1位の住友不動産は
「住戸環境」
と
「住戸設計」
、
野村不動産は

「住戸環境」と「推奨度」の得点が特に高かったようです。3 位

の三井不動産レジデンシャルは「推奨度」が高得点でした。三

のの、
「推奨度」
で上位 3 社と得点差がありました。

菱地所レジデンスと東急不動産は「立地」の評価が高かったも

調べたところ「住戸環境」
、
「立地」
、
「住戸設計」の順となりました。
また、
住み心地に関わる6項目のうち、
居住者が重視するものを

担が相対的に増していま

ここでいう共同居住型

を結び、台所・浴室・ト

の対象とする方針です。 とめます。

場合でも、重要事項説明 住形態のあり方などをま

化している可能性が高い に、こうしたタイプの居

実施時と住宅の状況が変 指します。年度内をめど

など、インスペクション と共用する住宅のことを

自然災害が発生した場合 を家族や親類以外の他人

有効期間内に大規模な イレの生活関連施設など

えです。

のを説明の対象とする考 が個室単位で賃貸借契約

れている場合、直近のも 住宅とは、貸主と入居者

インスペクションが行わ

た。有効期間内に複数回、いくことになります。

国交省側から示されまし 宅」のあり方を検討して

から一年以内とする案が めている「共同居住型住

保険と同じく、調査実施 ウスなどとして普及し始

ンの有効期間に関しても 住形態として、シェアハ

に用いるインスペクショ では、低負担の新たな居

そのため重要事項説明 す。このため、同検討会

請を予定している事業者 者において、あらかじめ、近隣住民等の良好な住環 産業分科会不動産部会の ています。

都道府県担当部局に通知 対応としては、「認定申 マンションは、分譲事業 性を確保するとともに、 日、社会資本整備審議会 の実施から一年以内とし 世帯などの居住費用の負

置）について、管轄す る

針を告知する」「特区民 は、六泊七日未満で行わ

インスペクション有
入が可能になるものが想 みの一環で、制度的な枠
基準法における取り扱い 申請前の周辺住民への説 合として方針を決定し、 することを周知しました。
効期間は１年以内
定されています。既存住 組みを固め来年の通常国
特区民泊の建築基準法
（安全性の確保、近隣住 明手続等が規定されたこ できるだけ管理規約にお
改正宅建業法施行に
宅売買瑕疵保険では、保 会に提出する予定です。
民等の良好な住環境に対 となどを踏まえたもので いて明示する等により方 における取り扱いとして
向け議論

提供と、特区民泊の建築 和されるとともに、認定 の上、できる限り管理組 等を賃貸借契約上、反映

普及を図るため、マンシ 民泊の滞在日数要件が六 す る 」 「 区 分 所 有 者 間 て、事前に住宅所有者等 講ずることを通知しまし

一日、特区民泊の円滑な 法施行令において、特区 わせに対して適切に対応 実施する場合の対応とし ら地域住民への周知）を した。

国土交通省は十一月 十

国交省
特区民泊 の円滑 な
普及 に向けて対応 を周知
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芝芝
工工
人人
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ま す ま す 好 調！

の活用で

ガーデニング と
で住空間を豊かに ！
バルコニーづくり

東 京 〒107―0062 東京都港区南青山2―2―8 DFビル2F
営業所 K03―6804―2541 N03―6804―2542
各営業所：神奈川、埼玉、千葉、土浦、栃木、仙台
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栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

関連会社

ヤクシンジャパン
関連会社

株式会社

ファーストアローズ

本社 埼玉
（営）
T E L.048-688-3388
FAX.048-680-7615
T E L.03-6804-2541
東京
（営）
FAX.03-6804-2542
T E L.0466-41-3006
FAX.0466-41-3007
神奈川
（営）

土浦
（営）
T E L.029-804-3388
FAX.029-804-3399
千葉（営）
T E L.04-7162-7734
FAX.04-7162-7735

躍進がご提案している、

K048―688―3388 N048―680―7615

仙台（営）
T E L.022-781-3288
FAX.022-781-1066

東北地区もエリアにおさめ
「百年企業」としての
機動力を確保！

をクリックして下さい。
株式会社

人工芝を用いたガーデニ

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

ングとバルコニーづくり

検索

は、今年の隠れた人気商

躍進

品として、ご注文、お問

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

い合わせが絶えません。

防水工事とセッ
トでのご依頼も

近年では、耐用年数に

優れた人工芝製品が多数

販売されるようになり、

天然芝の代替であるとい

うコンセプトから脱却し

た高級品が多数市場に流

通しています。

天然芝は、管理が要求

されます。目土（めつち）

をはじめ、肥料、芝刈り、

養生等極めて多くの手間

がかかり素人には難易度

が高い作業となります。

しかし、人工芝はお手

入れがほぼ不要。放置し

ても荒れることもなく景

観も維持されます。耐久

性も風合いも優れたもの

が数多くラインナップさ

ＦＲＰ、ウレタン、シ

れています。

ートなどの各防水工事と

では

社

共に、人工芝を設置すれ

躍進

数々の商品を常時
取り揃えております。

株式会社
本

ば、住空間がより一層豊

かになります。躍進まで

お気軽にお問い合わせく

ださい。お電話をお待ち

しています。

工 事 事 業 防水 木材保存 外壁・屋根 塗装 地質調査・改良
提 携 先
基礎・スーパーエアドーム工法 建て方・大工
弁護士／公認会計士／税理
リニューアル・リフォーム オール電化 太陽光発電
営業所の所在地
士／司法書士／ファイナン
プレカット事業 プレカット 建て方 大工工事
シャルプランナー〈ＣＦＰ・ＡＦＰ〉
設 計 事 業 設計 商業施設 インテリアコーディネーター
（プランニング・施工）
不 動 産 事 業 不動産売買・仲介 不動産再活（再生・活用）・リニューアル
ファイナンシャルプランニング コンサルティング業務（目的／資産価値の最大化／
相続対策／資産運用／事業承継対策／Ｍ＆Ａ／住宅ローンアドバイザー／不動産管理）

