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色画像

で温度差を表示し 漏水箇所 を示す

赤外線漏水調査システム

広がりは限定的のよう

現在、このまま少子 って改善・改革させる 持つようになったため

多くのユーザーは、

人間が生きるために に感じます。

高齢化が進めば、二〇 ことです。
六〇年には総人口が九

高齢化率は四〇％近く をふりかえれば、住宅 住宅の定期点検はもち

〇〇〇万人程度となり、必要な衣食住の「住」

なると予想されます。 購入後の家計が消費を ろん、簡易な修繕・リ

の決定版！

梅雨、
台風対策
梅雨を迎え、雨漏り被 は、天井の一部と天井と 央部分には、水色を通り

フォームを自ら行なう

このような点を多角 など、建物への責任は、

古住宅の質を高め市場

それを踏まえたうえ

限界があり、大きな課 住宅建設を抑制し、中 覚も高まりました。

口）が支えていくには 的に考えますと、新築 家主が果たすという自

現役世代（生産年齢人

急増する社会保障費を、減少させています。

害対策として、躍進の定 壁の間が漏水している写 越して、濃い青色が示さ
れおり、ここが漏水箇所

誌面はモノクロですが、であることが分かります。

番商品であるサーモグラ 真です。
フィ法による﹃赤外線漏
水調査システム﹄へのご サーモグラフィ上では、
注文、問い合わせが殺到 部屋全体の温度は緑色で

生産ラインを止め
ずに点検が可能

温度に応じた波長分布に しかし、漏水箇所は水色 品、化学製品など、衛生

すべての物体から、その まると赤色に変化します。住宅以外でも、食品、薬

ま。企業に

低金利のま

順等を家

方法・手

テナンス

とされ、銀行の利息も 策であると思います。 アドバイス及び、メン

度が近い将来破綻する 成熟した社会の基本政 スに関しては、プロの

さらに、公的年金制 を活性化することが、 で、住宅のメンテナン

題といえます。

よって、自然に放射され で表示されるのです。サ 上のチェックがきびしい

おいても、

非接触検査であるため、

ます。その温度に応じた ーモグラフィ上では、中 現場でも、温度計測・分

年功序列・

そして、暖房などで暖

表示されています。

析が可能。さらに温度変

終身雇用制

赤外線は、温度を持つ

しております。

波長分布を、色画像とし

化の激しい物体や微小な

はもはや前世紀の遺物

二〇一三年あたりが、ることが、地域ビルダ

ご案内す

主さまへ

て示し、様々な状態を分

物体でも、温度に影響を

となり、退職金制度ま 市場の大きな転換点で ー及び建築業界の使命

笠井輝夫
与えず計測・分析するこ

㈱躍
進
代表取締役

析する装置がサーモグラ

とができます。

例えば、下二枚の写真

生産ラインの工場では、

迎え、格差が拡がるば ワンストップの仕組み 家屋の長寿命化、資産

収三〇〇万円時代」を ションを組み合わせた

ています。まさに「年 フォーム・インスペク 考えます。

でも廃止されようとし した。不動産仲介やリ 責務ではなかろうかと
設備点検の際、サーモグ

何もしないでは老後 ました。しかし、実力 材の延命措置、雨風を

は、一時期多く創られ 価値アップのため、木

躍進は、家主さまの
ラフィなら、その都度ラ

かりです。

風、ゲリラ豪雨が頻繁に

はできません。夏場は台

人生を実現するための 活用されるようになる ご提案しております。

めにも豊かで実りある

自分のため、家族のた が残ったようです。

い。お問い合わせは躍進

ステム』をご利用くださ

割を各々が主体性を持 た認識を、ユーザーが 伝いさせてください。

企業・市場、政府の役 わけではない」といっ ター」たる躍進にお手

それは、家族、地域、から建物が長持ちする の「地域のホームドク

お待ちしております。

までお気軽に。ご連絡を

も「保険がついている ぜひ住宅ストック時代

瑕疵保険は一定程度 シーリングをセットで

コニーの塗装、防水、
訪れます。その対策にも

打つ手が必要です。

に安心を得られません。のある一部の業者だけ 凌ぐ外壁・屋根・バル

ぜひ『赤外線漏水調査シ

梅雨があけても、安心

必要なく点検可能です。

インを停止して作業する

二四時間稼動している

フィです。

http://www.yakushin.jp
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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 もうお済みですか? 床下点検
₃面 家を内外から資産価値アップ!
₄面 虚偽の建築確認申請再発防止で技術的助言
月 刊
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躍進は現在、シロアリ 策の相談・依頼をしたら のお施主さまにもお役に すい」と、ビルダーさま、
・腐朽菌対策のための床 良いか分からないもので 立ちたいと、地域密着の 工務店さまだけでなく、

歩み、暮らしを守ってい

業者はお施主さまと共に

「顔」が見える地域の

評です。

下点検業務が、最盛期の す。盛んにテレビコマー シロアリ対策に本腰を入 一般のお施主さまにも好
さんには、よく分からな

床下点検の流れを
チャートで解説

シーズンを迎えています。シャルが流れている業者 れている最中です。

に頼み辛いものです。

地域密着のシロアリ
い会社もあるため、気軽
・腐 朽 菌 対 策を実 施

左図は、昨年作成いた きたいという信念をもっ

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。
ｌ=ｙａｋｕｓｈｉｎ-ｎｏ１@ｎｉ
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！

そこで躍進は、地域の

鋳造品ではなく

梅雨はまさに、シロア

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

リ・腐朽菌が最も活発に みなさまにも門戸を広げ、しました﹁完全徹底白ア て、豊かな住生活の実現
もちろん工務店さま、

活動するシーズンです。 床下点検からはじまる長 リ点検施工﹂と題したポ に取り組んでおります。
しかし、工務店さまやビ 持ち住宅の秘訣をご案内 スターです。

床下点検の流れを、イ ビルダーさまと連携しな

ビルダー・工務店さま ラストを用いて、簡単な がら、総合提案も実施。

ルダーさまでお家を建て しております。
られていない方や、分譲

住宅をお求めになられた からのご依頼もさること チャートで解説したもの 躍進のさらなる展開にご
「 非 常 に わ か り や 期待ください。
方は、どこにシロアリ対 ながら、地元にお住まい で す 。

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
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もうお済みですか？

シロアリ・
腐朽菌対策の

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

足場パックＮ（ネクスト）サマーキャンペーン

躍進のリフォーム総合 トーン﹄を採用︵左上写 トップを施工することで、攪拌・換気システム﹄の ます。

に加え、そのデザイン性

『床下用攪拌・換気シ などを総合的に考慮して

そのポイントとなるの

写真参照︶は、「足場パッ ステム』は、中央部設置 判定されます。

耐汚染性を向上させるこ ﹁床下三点セット﹂
︵左下

本誌はモノクロ印刷で ク」のシロアリ・腐朽菌 に よ る ダ イ レ ク ト 換 気

自然石の無機系素材を とができます。

を健康管理し「家を内外 活かした意匠性を持ち、

無機系素材の使用によ

︻耐久性︼

がりが得られます。

豪華な自然石調の仕上

︻意匠性︼

主な特長は以下の通り。

から資産価値アップ！」 壁面を多彩に演出します。

するというものです。

自然石の風合いを
生かした豪華な仕
上がり

家の外側は、前号でも

ご案内し、早くもご注文、り、耐久性に優れます。

問い合わせを、多数いた ︻超低汚染仕様︼

セラミック炭から作ら ーします。これは、従来 とで、住宅の多面的な資

換気と撹拌機能を同時

床下調湿材』は、床下に一 当します。
坪あたり約十二袋敷つめ

のです。

「足場パックＮ（ネク

」は、文字通り次世
るだけで床下の湿気をコ に搭載した高効率換気シ スト）

ントロールします。底面 ステムであり、床下中央 代にむけた資産価値アッ

をフィルム加工してあり 部の高湿エリアをダイレ プを果たす商品です。ぜ

ますので地面からの湿気 クトに撹拌換気します。 ひご利用ください。ご注

もシャットアウトします。それにより、布基礎や基 文、お問い合わせは躍進

同じく、セラミック炭 礎パッキン工法、基礎断 までお気軽に。ご連絡を

一般に住宅の資産価値

多面的な
資産価値アップ

『カーボエース』は、保 の床下に設置可能です。

いまや
「足場パック」
から作られた土壌改良材 熱工法等、あらゆる構造 お待ちしております。
を代表する商品

﹃飛騨炭 床下調湿材﹄ 肥性、保水性に優れ、病

超低汚染型のクリヤー ﹃カーボエース﹄
﹃床下用 害虫の発生を抑制します。
また土中から放出される
ガスを吸着するほか、

調整機能、土中有効微生 は、専門的な機関による

ph

物の繁殖促進効果もあり 耐久性などの性能の査定

床 下用攪拌・
換気システム

おかげさまで、
「足場パック」
の
目玉商品と
なりました。

だいている﹃エレガンス

http://yakushin.jp/
exterior-painting/

中。そのテーマは、床下 います。自然の風合いを ご確認ください︒

ーキャンペーンの真っ最 宅の外壁にも用いられて コードならびにＵＲＬで れた脱臭調湿材『飛騨炭 の床下換気扇三台分に相 産価値アップがなされる

︵ネクスト︶
﹂は、現在サマ るだけでなく、戸建て住 施工手順は、左記のＱＲ

型新商品﹁足場パックＮ エントランス部分に用い 全体的な風合い、さらに りおなじみとなりました。二〇坪までの床下をカバ さ、健全性を確保するこ

塗装・防水ハイブリッド 装飾仕上塗材で、建物の すので、色合いをはじめ、対策商品として、すっか （新方式）により一台で が外壁と床下。この美し

建築物、集合住宅向けの ベースにした自然石調の

ル、マンション等中高層

。
提案「足場パック」のビ 真参照︶

資産価値アップ！
内外から

家を

2018 年（平成 30 年）6 月 1 日（金）
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躍進
では

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

社

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
躍進

検索

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

K048―688―3388 N048―680―7615

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

ＵＲＬ＝ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｙａｋｕｓｈ
ｉ
ｎ.ｊ
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ｉ
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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。

栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

関連会社

株式会社

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

九％、
「掃除」が三六・四

ない」
と回答した人は41.5％です。
回答者数は1万852名。

％でした。また、家事の

27.4％で減少傾向となっています。また「設置する」人が重視するのは
「初期費用」
（77.9％）
がトップでした。
なお、条件が整っていても
「設置し

担当割合が高い人ほどス

たま設置されていた」場合は6割弱という結果になりました。全体では

のは全体の約七割、家庭 トレスレベルが高いとい

現在設置していない人では2割強、現在設置している人のうち
「自ら検討
して設置した・設置物件を望んで入居した」場合は7～8割、
「物件にたま

ルヘルスにネガティブな

設置条件が整っていた場合、太陽光発電を「設置する」と答えた人は、

３カ月以内に生活環境

制度が活用できる」
「環境によい」
が3～4割でした。

ストレスを感じている人

きる」
「売電できる」
が6～7割で、
「自然エネルギーを活用できる」
「補助金

でストレスを感じている う結果になりました。散

太陽光発電システム保有者に設置時期を聞いたところ
「5年以内」
「10
年以内」が2～3割となりました。設置理由については、
「光熱費が節約で

として例示しました。

部・中国・九州では各10％とやや高くなっています。

なりました。

太陽光発電システムの設置率は、
「自ら検討して設置した」が6.4％で、
「設置されている物件」
に入居した人と合わせると7.7％となりました。中

調査はストレスレベル 影響を与えることもわか

一方、不満・不安点として、初期費用やメンテナンス費用など
「費用がかか
る」
ことをあげた人が6割を超えました。

家事の内容は「部屋の の六割以上が、体に不調

電システムの魅力について5割強の人が「光熱費が節約できる」と回答。

半数以上の人が家庭
のは約五割という結果に らかった部屋は、メンタ
で
「ストレス感じる」

マイボイスコム
（東京都千代田区）
は5月10日、4回目となる
「住宅用太
陽光発電」
に関するインターネット調査の結果を発表しました。太陽光発

リンナイ調べ

太陽光発電システムの魅力
「光熱費が節約できる」が 5 割強

リンナイ（名古屋市） 度を測る診断チェックシ っています。

DIYの認知度は97.8％で4年続けて上昇、関心度も昨年より8.4ポイ
ント上昇の63.5％でした。
有効回答数は1239件。

は五月十五日、現代人の ートを使ったもので、家

待している人に希望額をきいたところ、68.8％が「500万円以上」
と回答
し過去最高となりました。

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

世帯年収が「600～800万円未満」
の層も高い傾向にあります。援助を期

国交省

虚偽の建築確認申請
再発防止で技術的助言

子小学生まで）」
となっています。
また「注文住宅」を検討している場合や、

（4）

実在する二級建築士 を 建 築 士 が 実 際 に 関 与 し て

別では東海エリア、ライフスタイルステージ別では「子どもあり世帯（末

かたって無資格者が虚 偽 い る か を 確 認 す る こ と な

は42.9％で、
どちらも過去最高となりました。援助期待が高いのは、地域

具体的には、確認申請 ストレスの実態を探るた 庭内でのストレスの原因 に大きな変化があったと

予算・頭金について、住み替えの際に親や親族から
「援助してもらいた
い」
と答えたのは44.8％、
「援助してもらえると思う」
という実現見込み

の建築確認申請を行っ て ど を 要 請 し ま し た 。

古派が6.4％で、
新築派が7割を超える状況が続いています。

いた問題で、国土交通 省

築・中古のどちらを希望しているかをきいたところ、新築派が76.3％、中

は五月十五日、特定行政 を行う者が記載された事 めに男女計四八七九人を を「家事」と答えた人は、答えた人は、ストレスレ

2014年以来減少が続くマンション派は、21.7％と過去最低でした。新

庁や指定確認検査機関に 務所に所属していない場 対象に実施した「ストレ 全体の二四・一％。女性 ベルが高い人が多い傾向

購入・建築検討者」調査（2017年度）
の結果を発表しました。一戸建て派
は66.2％で、同社が調査を開始以来もっとも高くなりました。一方、

対し再発防止に向けた技 合など必要に応じて、建 ス」に関する意識調査の が七割以上を占めている にあることが判明。また、

リクルート住まいカンパニー
（東京都港区）
は5月11日、住宅の購入・建
築、
リフォームを検討している20～69歳の男女を対象に実施した
「住宅

術的助言を発出しました。築士免許証の提示や、事 結果を発表しました。そ ことがわかりました。

リクルート調べ

建築確認の際に申請書 務所に連絡して案件の確 れによると、普段の生活

住宅購入希望、一戸建て派が 66 ％
マンション派は過去最低に

躍進
の設計者欄に記載された 認を行うことなどを対策 でストレスを感じている 片付け・整理」が三九・ があると回答しています。

月刊 住宅情報誌

2018 年（平成 30 年）6 月 1 日（金）

