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こに住む人たちの英気

に相応しいライフスタ くりの応援企業です。 なのです。

躍進は、そこに住む を養う場所であり、心

なく手に入る時代にな のものだからです。

が溢れ、何一つ不自由 とは、暮らしづくりそ そして、住まいは、そ

現在のように、モノ 台となる家をつくるこ よって千差万別です。

ったからこそ、欲望で

メンバー全員の力みなぎる

自分を見失わず、自分 家族の豊かな暮らしづ を育む生活根源の場所

二十期の「出陣式」を開 ての合格点をいただき、 にみなさまのご指導・ご

が集結。今年のスローガ

自分にとって不要なも つ土台や柱も不安定に したいと誰もが願うの

るようになりました。 軟弱では、その上に立 を、最善の環境に演出

ンプルな生き方を考え えている束柱や基礎が めの舞台である住まい

私は、年齢と共にシ が生じます。土台を支 の命をつないでいくた

歳を取ると傷み、歪み 新たな命を授かり、そ

そこに生まれ育ち、

イルを確立すべきだと

住宅も人間同様に、
思います。

今年は「第二創業期」

ンである「報恩感謝、百錬 材保存をメインにあらゆ に立ち返り、社員全員が

ルライフこ

らすシンプ

え、家づ

思いに応

る工務店

事してい

くりに従

笠井輝夫

㈱躍
進
代表取締役

まさに、備えあれば さま、ビルダーさまよ

躍進の仕事は、生活

快適に過ごしていただ

さらに、その機会を くために特化した仕事

利用して、生活環境の です。お仕事を通じ、

願っております。今後

豊かな暮らしといっ ともよろしくお願い申

うものです。生活の舞 ても、その中味は人に し上げます。

しい生活ができるとい

が加わってこそ人間ら 常に有効です。

ますが、これに「住」 ムを実施することも非 て、お役に立ちたいと

て礼節を知る」とあり 間取り変更のリフォー 未来価値創造企業とし

そして、「衣食足り 変化に応じた増改築や、お施主さまの暮らしの

幹といえましょう。

き方「報恩感謝」の根

羅万象に感謝をする生 なりません。

意味です。それは、森 ンスを実施しなくては の舞台を一日でも長く

現実に満足するという の住宅の定期メンテナ

く、常にあるがままの ・安全に住み継ぐため っています。

するということではな は必要不可欠で、安心 ム、外構工事等に携わ

何かを得てそれに満足 診断」特に床下の点検 防水、塗装、リフォー

を知る」があります。 憂いなしと、「家屋の り、躍進は、木材保存、

老子の言葉に「足る

えています

暮らしと考

そが豊かな

そんなお施主さまの

成鋼、事上磨錬、獅子奮迅 る事業にチャレンジし、 さらに大きく飛躍いたし

二〇年目を迎えることが
できました。一般に、企
業が創業後二〇年存続す
る確率は、三〇％といわ
れています。躍進は、創

必要なものを中心に暮 る危険があります。

のは捨て、一番大切な なり、大地震で倒壊す ではないでしょうか。

！
！

おかげさまで、躍進は

誓いあいました。

己成長するぞ～～ 」を のを成長させ、今日に至 し上げます。

の精神で、自己変革・自 お客さまの支持を得たも ます。よろしくお願い申

創業時から、防水・木 の幕開けと新たな気持ち

を支えてくれるメンバー ります。

催いたしました。会場に そして二〇年目で、優良 鞭撻のおかげと深く感謝

!!

は、社員をはじめ、躍進 表彰されたと自負してお いたしております。

第二創業期 の幕開け

躍進は、二月三日に第 業一〇年目で、企業とし りました。これもひとえ

第 二十期
出陣式

http://www.yakushin.jp

笠井 輝夫

頒価：216円（送料込み）
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今年も始まりました。
「足場パック」スプリングキャンペーン

床下 点検 除湿

まずは

三月を迎え、今年も総

実は、羽蟻を発見した や束などの木材の状態を

合リフォーム提案﹁足場 時には、既に深く蟻害が チェックし、もし蟻害や
パック﹂ス プリングキャ 進行しているケースが多 腐朽菌被害があれば、リ
上旬から発生します。交 りません。「根継ぎ」な

ンペーンが始まりました。いのですが、羽蟻は四月 フォームをしなければな
尾を目的に、多くの羽化 どの処置を施し、場合に
したシロアリが上空へ上 よっては大規模修繕、建

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。
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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。
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ｆ
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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！

羽蟻に注意。
いち早い点検を！

特に、基礎断熱工法を

また、中基礎や人通口
います。これらはすべて、の配置・形状、ショート
換気不足による湿気が原 カットによる換気のムダ
を排除し、さまざまな通
躍 進 が お 届 け す る﹃ 床 風経路が設計できます。

因です。

春が来ても「今年はま

枠

鋳造品ではなく

床下点検を基本とする り、そのうちの一対が新 替えなどの大きな改修工
多数の羽蟻が同時に飛

床下点検を行い、土台

下用攪拌・換気システム﹄

︵写真下︶は、中央部設 だいいから」と、毎年同
置によるダイレクト換気 じように思われる方が多
（新方式）により一台で くいらっしゃいます。し
二〇坪までの床下をカバ かし、その間に蟻害は深
今年こそ、床下点検と

ーします。これは、従来 く静かに進行しています。
の床下換気扇三台分に相

『床下用攪拌・換気シス
換気と撹拌機能を同時 テム』の設置を。躍進ま

当します。

に搭載した高効率換気シ でお気軽に、ご相談・ご

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

スプリングキャンペーン しい巣を作るからです。 事が必要となります。
ですが、浴室などの水周

りだけでなく、玄関にも び出すため群飛（ぐんぴ 施してある場合、床下に
羽蟻が発生しやすく、見 ／スウォーム）と呼ばれ 湿気が溜まりやすくなっ
落としがちになってしま ます。ヤマトシロアリの ています。それは、基礎
います。シロアリは、暗 群飛は四月から五月、イ に断熱を施して、床下空
く湿っているだけでなく エシロアリは六月から七 間を室内として捉えてい
部の高湿エリアをダイレ
しかし、それによって、クトに撹拌換気します。

比較的温かい場所を好む 月です。群飛が発見され るためです。

になるため、コンクリー

シロアリが侵入します。

この隙間から上がり框に

床下の除湿には
ト同士に隙間が生じます。
一番のお薦め！

間は、基本的には別打ち 極めて高い証拠なのです。部への食害も報告されて

礎の立ち上がり部分との に活動している可能性が ロアリによる断熱材や木 の床下に設置可能です。

土間コンクリートと基 の周辺にシロアリが活発 発生したり、さらにはシ 熱工法等、あらゆる構造

地の良い場所なのです。 つまり、羽蟻の発生は、そ カビが繁殖したり悪臭が 礎パッキン工法、基礎断

リートの下などは、居心 熟した巣が存在します。 床下に夏型結露が発生し、それにより、布基礎や基

ため、玄関の土間コンク た近くには、ある程度成

床下用攪拌・
換気システム

ステムであり、床下中央 依頼ください。

トグル制震構法

耐震性がアップ！

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

ますます好評！

開口部や空いている壁面を補強するだけで

から
!
と

の

（2）
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

れば、いわゆる宿泊客と 活を体験することができ る「 足 場 パッ ク Ｎ（ ネ ク 保に加え、建物本体、さ

そんな民泊支援による いう「利用者」を極めて るところが民泊の魅力と ス ト ）」で は 、 防 水 は 、 らには屋内への負担軽減

前号でもご案内したと います。
おり、六月十五日に、住

宅宿泊事業法、いわゆる 空家・中古住宅市場の活 見つけやすく、眠ってい いえます。日本各地の地 躍進のコアコンピタンス も兼ね備えたシステムを

ことが、訪日外国人観光 高性能のシート防水もご

「 足 場 パッ ク Ｎ（ ネ ク

「民泊新法」が施行され 性化を、躍進のリフォー る不動産を生かすことが 元の人たちと直に関わる であるＦＲＰ防水に加え、提供していきます。

という形態なので、家の

塗装は熱交換塗料を用い 進までお気軽にお電話く

民泊をバックアップす て、表面のデザイン性確 ださい。

違い、「民家に宿泊する」 るといえるのです

そして、旅館や民宿と 客の旅の良き思い出にな 案内しております。また、ス ト ）」の ご 注 文 は 、 躍

ます。これにより、ホテ ム総合提案﹁足場パック できるのです。
ルや旅館を営業すること Ｎ︵ネクスト︶﹂がお手伝
が出来ない住居専用地域 いいたします。
で宿泊施設の営業も可能

地中の巣から床下に侵 ロアリが出てしまった ロアリ駆除に臨んでい

になります。

ーブルなど最低限の調度

躍進は、一般的なシ 系の防蟻剤を用いてシ

買い手も借り手も見つ 品を揃えたりするだけで

通常のシロアリは、

民泊は、四〇〇〇万人

利用者を確保しやす
中を掃除し、ベッドやテ
く設備投資も軽微

にのぼるといわれる二〇

食害します。しかし、 最も高い天然ピレトリ

昆虫に対しては、極

入し土台などの木材を 現場には、殺蟻効果が ます。

アメリカカンザイシロ ンを含むピレスロイド めて微量でも高い殺虫

宿泊費の安さはもちろ

二〇年東京オリンピック からない空家、空き部屋 始めることが可能です。
開催時の訪日外国人観光 は、その管理費もばかに

アリは、湿気（水分）

ります。

お電話をお待ちしてお

におまかせください。

るシロアリ対策は躍進

す。床下点検から始ま

予防が何よりも大事で

蟻害には点検による

所だからです。

レスロイドの最大の長

無毒という特性が、ピ

血動物」にはほとんど

間をはじめとする「温

アメリカカンザイ
シロアリと
天然ピレトリン

効果を示す一方で、人

客の極めて有効な受け皿 ならないものです。しか んですが、その土地の文

た木材の細胞に含まれ
るほんのわずかな水分
だけで何年も生きてい
けるのです。
また、侵入経路もさ
まざまで、二階の軒先
や窓、壁などあらゆる
ところから侵入可能で
す。被害範囲は、専門
家でも特定しづらく、
完璧に調べるには壁や
天井をすべてはがして

みなければなりません。
羽蟻発生だけでなく、

砂粒状の糞をするため、
それが天井からパラパ
ラと降ってきたら必ず
確認してください。し
かし、
完全な駆除が非常

に困難なシロアリです。

※写真はイメージです。

を必要とせず、乾燥し

として大いに注目されて し、民泊という手段であ 化や、地元の人たちの生

※写真はイメージです。

防蟻のキーワードを
おさらいします！
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「足場パックＮ（ネクスト）
」で始める

民 泊 による空家の有効活用

二〇一八年度ＺＥＨ
支援事業 の概要 を発表

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、土浦、栃木、仙台
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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

で活用することが想定さ

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

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

ニュ
ュー
ース
ス・
・新
新製
製品
品・
・政
政策
策・
・経
経営
営・
・イ
イン
ンフ
フォ
ォメ
メー
ーシ
ショ
ョン
ン
ニ

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

二〇一八年度のＺＥＨ

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

（4）

れています。

検索

常のＺＥＨが一件あたり ビルダー実績を報告して 支援事業は、国土交通省

躍進

七〇万円、ＺＥＨ＋は同 いることや、ＺＥＨシリ ・経産省・環境省の三省

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

一一五万円となります。 ーズの建築実績を有する 連携で進められます。国

蓄電システムに対する加 ことなど、五つの条件を 交省は二〇一七年度と同

経済産業省と環境省担 なＺＥＨとして「ＺＥＨ 算補助は一 あたり三万 満たすと「五つ星」がも 様に地域型住宅グリーン

当分の二〇一八年度ＺＥ ＋（ ゼッ チ・プ ラ ス ）」が 円で、上限額は通常ＺＥ らえる仕組みです。執行 化事業の一環で支援が行

は四五万円と差が設けら 覧で表示されるのは、星

Ｈ （ ゼ ロ エ ネ ル ギ ー 住 設定されるなど、大幅に Ｈが三〇万円、ＺＥＨ＋ 団体のＺＥＨビルダー一 われます。

宅）支援事業の補助制 度 見 直 さ れ て い ま す 。

五つのＺＥＨビルダーに

二〇一七年新設住宅
着工戸数、三年ぶり
の減少 持家の低水
準が影響

国土交通省が一月三十

一日に発表した二〇一七

年一月から十二月までの

新設住宅着工戸数は九六

万四六四一戸で、前年に

比べると〇・三％減少し

ました。三年ぶりの減少

住宅の主な種類別でみ

となります。

ると、持家は二八万四二

八三戸と前年比二・七％

減で、昨年の増加から再

びの減少となりました。

リーマンショック後の二

〇〇九年以降では、二〇

一五年の二八万三三六六

戸に次ぐ低水準となりま

した。貸家は四一万九三

では

数々の商品を常時
取り揃えております。

躍進

九七戸で六年連続の増加。

分譲住宅は二五万五一九

一戸で三年連続の増加と

なっています。

社

kWh

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）

株式会社
本

ＺＥＨビルダーの「５ 限定されます。ＺＥＨビ

ホームステージング・ジャパン
（東京都品川区）
はこのほど、
全国の20歳代から60
歳代
（以上）
の男女で中古物件を購入したことがある532人を対象に
「中古物件購入
に関する調査」
を実施しました。
一生のうちに中古物件を購入する回数を聞いたところ、
「2回」が32.1％で最多、
次いで
「1回」
が26.9％となりました。
年代別で見ると、
20代では
「2回」
（40.9％）
が
最多、次いで「3回」
（19.1％）、
「1回」
（13.6％）
となり、他の年代よりも購入を予定
している回数が多かったようです。
中古物件を購入する際、家具の配置やインテリアコーディネートまで考えた上で
検討する人は全体で60.5％でした。20歳代では80.0％が「検討する」
と回答しま
した。一方、
イメージ通りにインテリアコーディネートができず、家具の購入に後悔
した人も全体で65.5％、
20歳代で83.0％と多かったようです。
中古物件を購入する際、
「家具付き」
物件を希望する人の割合は全体で約4割弱で
した。年代別で見ると、20歳代の69.1％が「家具付き」物件を希望していることが
分かりました。
中古物件を選ぶ際のこだわるポイントについて聞いたところ、若い世代では物件
を選ぶ際のこだわりが強いことが分かりました。中でも、
「シャワーの水圧」
「キッチ
ンの床下収納の有無」
「キッチン水栓のシャワーヘッドの有無」
「洗面台の鏡のくもり
どめの有無」
「洗髪洗面化粧台の有無」
「雨戸の有無」
「掃出し窓の有無」
「宅配BOXの
有無」
「バルコニーの広さ」
において20歳代と60歳代以上の層に20ポイント以上の
差がありました。

ＺＥＨ＋では、通常の れています。

20 代の約 7 割が「家具付き」物件購入を希望

の概要が二月九日、資 源

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（木耐協、東京都千代田区）は1月17日、
1981年から2000年に建築された木造住宅（以下、
「81‐00木造住宅」）
の耐震性
に関する調査データを発表しました。
この調査は、住宅所有者から耐震診断の依頼
を受けた木耐協が、木耐協組合員を通じて現地調査を行ったもので、事務局がその
診断結果を集計しました。対象住宅は1950年から2000年までに着工された平屋
もしくは二階建ての木造住宅
（木造在来工法）
。
それによると、
耐震診断の依頼は、
過半数が1981年から2000年に建築された住
宅でした。
この
「81‐00木造住宅」
も古いほど耐震性が低下しました。
また、耐震性
を満たしている住宅（総合評点1.0以上）
の割合には、最も割合が少なかった1984
年と最も割合が高かった2000年の住宅には4割以上の差が見られました。
耐震補強工事を実施した割合は30.46％で、
1986年から1990年
（築32年から
28年）
の実施率が最も高かったようです。
また、
耐震補強の工事金額は
「81‐00木造住宅」
全体で約6割が150万円未満で
した。
新しい住宅ほど補強工事金額は低かったようです。

エネルギー庁のホーム ペ Ｚ Ｅ Ｈ の 条 件 に 加 え 、 強

木耐協、
「81-00 木造住宅」の耐震診断の調査データを公表

ージで発表されました。 化外皮性能などが設定さ つ星表示制度」も設けら ルダーの評価については、

躍進

通常のＺＥＨよりも高度 れています。補助額は通 れます。前年度のＺＥＨ ＺＥＨ＋の採択審査など
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