主 な 内 容

笠井 輝夫

床下点検と防水・塗装で

家 を総合的 に再構築 します

頒価：216円（送料込み）

私は四月二日生まれ をワクワク楽しく歩ん しづくりの応援企業」

であるためか、桜が開 でいます。今生にて、 として、何ができるの

ても贅沢な我が人生と います。社業を通じて、

花するこの季節が一番 二度の命を授かり、と かと常に試行錯誤して
好きです。

豊かな家づくり、住ま
ともに、様々な分野に

ク」のシロアリ・腐朽菌 コートの塗り直しなどを

くれた先祖、両親に感 救いの手があったから 「 家 の 健 康 は 足 元 か

して、命を繋ぎ授けて できたのは、数多くの

年生が誕生します。そ 障がい者が社会に復帰 み重ねています。

添えながら母の好きな 社で働く仲間たち、我 の健康を促進させる施

の誕生日には、一筆を 房と家族をはじめ、会 と土台・大引き・束柱

外壁の再施工では、高

対策﹃飛騨炭 床下調湿材﹄ 怠ると、防水効果が薄れ 弾性のつや消し塗料とし

﹁床下三点セット﹂は、お るトップコートの損傷だ ォール﹄をお薦めしてお

薔薇を贈っています。 が身体能力を高めてく しを基本に、外部は、

木材保存事業では、

﹃カーボエース﹄
﹃床下用 ていることもあります。 てすっかりおなじみとな

謝し、四月二日の自分 です。分身のような女 ら」として、床下点検

詰まりによるオーバーフ れにくく、塗膜表層にナ

故この世に

そして、何

一掃する

雨漏れを

玉商品となりました。

しかし、この前段階に ローなどには、適切な対 ノビーズが配列され汚れ

防水事業

建物全体

により、

誕生したの
か、我が使

笠井輝夫

をガード。さらに表層は

命は何かと

そして、外壁の塗り替 ラジカル架橋によって汚

は定期的な床下点検があ 策が必要です。
ります。そして、その後

なっており、トップコー

に防水・塗装の再施工を え時を示す兆候は、以下 れを跳ね返す強靭な鎧と

http://www.yakushin.jp

認する日としています。生方など、周囲の人た た 、 塗 装 事 業 と し て

歳の時に脳内出血で倒 分が成り立っているこ 注力しています。

思えば五年前の五十 ちの支えがあって、自 「家のお色直し」にも
③塗膜が剥がれている︒ 寿命が実現するのです。

を取り留めました。し せん。まさしく「報恩 家守りとしての使命責

このように、地域の

れ、救急搬送され一命 とに感謝の念が絶えま
ている︒

かし、左半身麻痺の後 感謝」の如く、このご 務を果たしております

の 長 寿 命 と) 防 水 、 塗

躍進はおかげさまで 装は、躍進に御用命く

二〇期を迎え、地域の ださるようにお願い申

変わり、新たなる人生 ましたが「豊かな暮ら 連絡ください。

しかし、今では生まれ ます。前号でもお話し な案件でも遠慮なくご

闘争劇がありました。 支えられ、現在に至り させて頂きます。小さ

自身との壮絶な葛藤・ ダーであるお客さまに 格を持った担当が対応

ここに至るまでには、みなさまとホームビル し上げます。技能士資

たしました。

が、このように復活い

折感に苛まされました ばなりません。

遺症が残り、一度は挫 恩に報い恩返しをせね の で 、 木 材 保 存 木( 材

もしこれらの症状が一 にご用命ください。

再施工は躍進までお気軽

④外壁にひび割れが入っ 床下点検と防水・塗装の

②外壁の汚れが目立つ︒ を施すことで、住宅の長

この時季に適切な処置

実施すれば、住宅は間違 のようなものです。

住 宅
情報誌

に粉が付いてくる︒

自分に問いかけ、再確 れるリハビリ施設の先 を保護しています。ま

躍進のコアコンピタン

いなく長持ちいたします。①外壁を手でこすると手 トが不要なのです。

㈱躍
進
代表取締役

かげさまでこの時季の目 けでなく、ドレン部分の ります。柔らかいのに汚

攪拌・換気システム﹄の

日常生活での履物によ った﹃ビュークリーンウ

ただ、忘れてはなら う人の幸せを実現する

りますが、躍進のリフォ 証期間は一〇年ですが、 それは塗り替えの時期が

新鮮な志を抱いた新一 ないのは、私のような ために様々な努力を積

四月は、桜の開花と 感謝しています。

ーム総合提案「足場パッ 防水層を保護するトップ きているサインです。

四面でもご案内してお スであるＦＲＰ防水の保 つでもあてはまったら、

！

躍
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発行所

価値ある
「安心
を創造する
価値ある
「安心・
・空間
空間・
・環境」
環境」
を創造する

埼玉県さいたま市
見沼区中川１０６-１
K０４８・６８８・３３８８
N０４８・６８０・７６１５
株式会社

編 集・発行人

₂面 住宅の資産価値は高いデザイン性にあり!
₃面 所有者不明土地の公共利用を円滑化
₄面 床下3点セットに早くもご注文、お問い合わせ!
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将来はＡＩ
（人工知能）による提案も ！

躍進のリフォーム総合 り上げます。
提案「足場パック」では、 日本は、街並み形成ま
デザインを重視した外構 で発展していませんが、
それだけで差別化、資産

工事が目玉といえます。 美しいデザインの外構は、

ＡＩとの「対話」で
より進化したデザ
インを生み出す

が一般的なコンピュータ
ーです。しかし、それは
単に「代わりに正確に作
業をしてくれる」ことに

現在、ＡＩ（人工知能） 過ぎないのです。
しかし、ＡＩは膨大な

そして、
近い データを読み込み、その
ビルダーさまにとって しています。

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
ｎ.ｊ
ｐ
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！

価値アップになります。 は、あらゆる分野に進出

鋳造品ではなく

左の写真のように、外 も、見込みのお客さまに 将来、住宅のデザインに 後機械学習をします。こ

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

構にデザインの特徴を有 「あの家は、当社でデザ もＡＩのプランニングに れが情報を再構築し様々
ベストなアウトプットを

する家は、資産価値が高 イ ン 、 施 工 し た 物 件 で よる作品が用いられるよ なパターンを組み合わせ、

住宅には、膨大なデザ

一般的なコンピュータ 実現します。

く評価されるといわれて す」と紹介し、概観を眺 うになると思います。
めてもらえれば、住まわ

塀や壁、門扉など、家 れている家がモデルハウ ーと、それが進化したＡ

います。

人間がプログラミング Ｉに学習させれば、クラ

えてくれる﹂ところです。ります。それをすべてＡ

の正面部分にあたるファ スとなり、大きな販促効 Ｉの違いは﹁代わりに考 イン、モデルプランがあ
新築・リフォームに限

サードはまさに顔です。 果が得られます。
ヨーロッパでは、街路

や広場などに面するファ らず、一目見て欲しくな し、データを正しく入力 イアントの要望どおりの

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）

サードを、規則によって る物件こそが評価される すれば、正確なアウトプ 提案を瞬時に図面に起こ

までお気軽に。

ムのお問い合わせは躍進

る資産価値向上リフォー

デザイン性アップによ

とに繋がるのです。

値をよりアップさせるこ

の可能性を広げ、資産価

繰り返しが住宅デザイン

とも「対話」する。この

れをＡＩが学習し、人間

デザインを生み出し、そ

よって、さらに進化した

ナーとＡＩの「対話」に

そこで、人間のデザイ

容易に考えられます。

インが増えていくことも

たことのあるようなデザ

その反面、どこかで見

ットを果たしてくれるの してくれます。

after

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

住む家そのものが
モデルハウス

高いデザイン性
統一させ、街並みをつく のです。

before



に
あり!
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は
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

5452万円で、2013年以来5年連続上昇、2001年の調査開始以来の最高額を記録し
ました。東京23区は調査開始後初めて6000万円を超えました。
契約世帯の総年収は
「600～800万円未満」
が23％で最多、
次いで
「1200万円以上」

「3000～3500万円未満」、
「3500～4000万円未満」がともに23％で最多。次いで
「4000～4500万円未満」
（18％）、
「5000万円以上」
（14％）
が続きました。平均購入
価格は4060万円となり2年連続で4000万円を超えましたが、前年比では34万円低
下しました。購入物件所在地別でみると、前年から上昇したのは北摂、京阪、南大阪・和

SMBCコンシューマーファイナンス
（東京都中央区）
はこのほど、30歳～49歳の男
女を対象とした
「30代・40代の金銭感覚についての意識調査2018」
をインターネット
リサーチで実施しました。
同調査の有効サンプル数は1000件です。
住宅の購入について、年収400万円あれば購入したいと思う人の割合を年代別にみ
ると、20代が17.9％、30代が14.0％、40代が14.6％と年代間での大きな差はなく、

ITを活用した重要事項説明（IT重説）
に係る社会実験に関する検証検討会の第4回会
合が3月5日開かれ、昨年10月に本格運用が始まった賃貸取引でのIT重説の状況など
を検証しました。

用途変更にともなって

二〇〇㎡に見直します。

また、既存不適格建築

段階的・計画的に現行基

準に適合させていくこと

を可能に仕組みを導入し

ます。

木造化の推進では、耐

火構造などとすべき木造

建築物の対象要件を見直

し、高さ一三ｍ・軒高九

ｍ超から高さ一六ｍ超・

四階以上とします。木材

のあらわしなど木材利用

が可能になる基準の見直

しも盛り込まれています。

安全性の確保に向けて

は、既存不適格建築物の

所有者などに対する特定

行政庁による指導や助言

を行う制度を創設するほ

か、防火地域・準防火地

域内において、延焼防止

性能の高い建築物の遮蔽

率を一〇％緩和する措置

を設けることなどが盛り

込まれました。

改正案には既存建築物 〇㎡かつ三階以下）を福

IT重説の利用意向については、利用したくないと回答した人は5.7％で、利用したい
という回答は62.7％でした
（どちらでもないが31.6％）
。

するとともに、空き家な 速に避難できる措置を講

実際にIT重説を受けたユーザーに対して行ったアンケートでは、機器トラブルがあ
ったのは6.6％で、93.4％は機器のトラブルはなかったとしています。

どの商業利用、グループ ずることで、耐火建築物

ていないとしています。

の見直しや、建築物の木

施に伴う苦情や紛争事例は、調査の範囲という限定はありますが、今のところ確認され

戸建て住宅など小規模

本格運用後、IT重説専用のシステムサービスを提供している主な事業者によると、専
用システムを介したIT重説の実施件数は10月～1月の4カ月間で2300件。IT重説実

新制度により、施行後

苦情はゼロ

十年間で累計一〇〇件の の適切な維持管理や改修 祉施設などに用途変更す

IT 重説 本格運用 4カ月で 2300 件

建築基準法の改正案が
ホームや保育所などへの などにすることを不要と
閣議決定 用途変更や
転用を進めるための規制 します。
木材利用が容易に

となりました。

既存建築ストックの活 造化推進のための基準の 建築確認が必要となる規

性別・年代別で見ると、男性は20代が14.4％、30代が14.8％、40代が12.8％と各
年代で2割を下回りました。女性は、20代が21.4％、30代が13.2％、40代が16.4％

利用権の設定を想定して で建築物の安全性を確保 る場合には、利用者が迅

いずれの年代も2割を下回る結果となりました。

このほか、所有者を探

年収400万円あれば住宅「購入したい」、各年代で2割下回る

間終了後に原状回復、異

歌山、
滋賀の4エリアでした。

します。今国会に提出し、とになります。また、所 います。

関西圏の調査結果をみると、購入物件の所在地は「大阪市内エリア」が36％で最多、
次いで「北摂エリア」
（ 20％）、
「 阪神間エリア」
（ 14％）が続きました。購入価格は

二〇一九年度の施行を目 有者が現れた場合は、期

65％で、2001年の調査開始以来最も高くなりました。

具体的には、一定期間 議がない場合は延長もで

で、1000万円以上の割合が徐々に増加。契約世帯のうち、既婚世帯の共働きの割合は

指します。

（21％）、
「800～1000万円未満」
（19％）が続きました。平均世帯総年収は944万円
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購入価格は「6000万円以上」が31％、
「 5000～6000万円未満」が24％となり、
5000万円以上が回答の半数以上を占めました。平均購入価格は前年比371万円増の

所有者不明の土地が全 の公告をしたうえで、都 きます。

シングル女性世帯では6割となりました。

閣議決定されました。な建物（延べ床面積二〇 物を用途変更する場合に、
どを円滑に行えるように 事業者の使用を認めるこ が盛り込まれています。 六日、

ングル世帯では「東京23区」の割合が全体に比べて高く、シングル男性世帯で5割超、

所有者不明土地 の公共利用 を
円滑化 特措法案を閣議決定

多く、前年比で2.9ポイント増加しました。次いで｢神奈川県｣が20％、
「埼玉県」が14
％、
「東京都下」
が13％、
「千葉県」
が10％となりました。
ライフステージ別にみると、
シ

所有者不明の土地を 公

首都圏の調査結果によると、購入物件の所在地の比率は｢東京23区｣が43％で最も

共性の高い事業に利用で 国的に増えていることへ 道府県知事が十年を上限

を発表しました。集計サンプル数は首都圏が4768件、
関西圏が1160件。

きるようにすることなど の対応で、所有者特定の に「利用権」を設定し、 す際の手続きの合理化や 用や安全性確保、木造建 合理化などが盛り込まれ 模の上限を一〇〇㎡から

リクルート住まいカンパニー
（東京都港区）
は3月12日、首都圏と関西圏の新築分譲
マンション契約者を対象に実施した2017年「新築マンション契約者動向調査」
の結果

2018 年（平成 30 年）4 月 1 日（日）

を盛り込んだ特別措置法 ためにかかっている費用 公共性の高い事業（地域 所有者不明土地の管理の 築の推進などに対応した ています。

首都圏の新築マンション平均購入価格は 5452 万円

案が三月九日、閣議決定 などを抑えて公共事業な 福利増進事業）について 仕組みを設けることなど 建築基準法改正案が三月

されました。
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飛騨炭 床下調湿材

躍進

カーボエース
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床下用攪拌・換気システム

床下3点セット

早くもご注文、
に お問い合わせ！

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

桜が咲く季節となり、 床下調湿材』は、床下に 設置によるダイレクト換 再構築です。

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

防水や外壁・屋根の塗

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

床下のシロアリ、腐朽菌 一坪あたり約十二袋敷つ 気（新方式）により一台

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

の活動も活発化します。 めるだけで床下の湿気を で二〇坪までの床下をカ 装など様々なご提案の最

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

そのような中、床下点 コントロールします。底 バーします。これは、従 初に、文字通り家の基礎、

検索

検とともに、躍進のリフ 面をフィルム加工してあ 来の床下換気扇三台分に 土 台 で あ る 「 床 下 の 健

躍進

康」をご案内いたしてお

換気と撹拌機能を同時 ります。ぜひ躍進の「床

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

ォーム総合提案「足場パ りますので地面からの湿 相当します。

ック」のシロアリ・腐朽 気もシャットアウトしま

では

社

下三点セット」をご

利用ください。

躍進

数々の商品を常時
取り揃えております。

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）

株式会社
本

に搭載した高効率換

同じく、セラミック炭 気システムであり、

床 下 用 攪 拌・
換気システム

菌対策の目玉商品となっ す。

た﹃飛騨炭 床下調湿材﹄

攪拌・換気システム﹄の 『カーボエース』は、保 リアをダイレクトに

﹃カーボエース﹄﹃床下用 から作られた土壌改良材 床下中央部の高湿エ

真参照︶に、たくさんの 害虫の発生を抑制します。れにより、布基礎や

基礎断熱工法等、あ

﹁床下三点セット﹂︵左写 肥性、保水性に優れ、病 撹拌換気します。そ

ガスを吸着するほか、

調整機能、土中有効微生 らゆる構造の床下に

「足場パック」は、

物の繁殖促進効果もあり 設置可能です。

ます。

る家の総

『床下用攪拌・換気シ 床下点検からはじま

ph

ご注文、お問い合わせが また土中から放出される 基礎パッキン工法、

寄せられています。

床下対策の
最強トリオ

セラミック炭から作ら

れた脱臭調湿材『飛騨炭 ステム』は、中央部
合的な

おかげさまで、
「足場パック」
の
目玉商品と
なりました。

