笠井 輝夫

頒価：216円（送料込み）

躍
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永遠
遠の
の目
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地域 のホ ームドクタ ー

いわれ、住宅に関しては アフターの両輪で、バラ 住宅を、数多く見てきま

屋根からの雨漏れ、外

壁からの雨水浸入による

木材の腐朽・各部材の劣

化や、床下の湿気による

腐朽菌・シロアリの被害

新築工事は、引き渡し 等…。木造住宅の劣化事

最大のポイント

長持ち住宅のための

水や湿気対策が

とではないでしょうか？

ストックを活用する時代 ンスよく経営していくこ した。
になりました。
既存住宅の再生を重要
視し、新築工事は減少す

の木材状態、耐震性の劣 る傾向にあります。もち
化に関して、建物の健康 ろん、新築住宅の需要は
診断を実施して、調査報 無くなりはしませんが、

人間社会の中で生きる 告によるメンテナンスの 過当競争は激しさを増す からがお施主さまと一生 象の多くが、水分を原因

地域のお医者さん

住宅における

としての使命と責任

平成もあと一年で幕を
閉じ、新たな時代を迎え
ます。住宅業界において
も、さまざまな潮流や技

のお付き合いが始まるの とする上、木材は水分に

是非弊社のお客さまで です。そして、その家を 対する耐性が弱いため、

術の進歩があります。し 我々は、衣食住の恩恵無 アドバイスをしておりま でしょう。
かし、住宅がいかに快適 くして豊かな暮らしづく す。文字通り「地域のお

医者さん」の役割が、躍 ある工務店さま、建築ビ 子、孫と何代にもわたっ 雨漏れや結露に対する十

そして、住まいの点検

にする

スを欠かさないよう

定期的なメンテナン

躍進は専門工事会社と 進の『地域のホームドク ルダーさまには、御社独 て継承させるためには、 分な対策が必要です。

で長く住み続けられるべ りは実現しません。
き場所であるかという点

自のオンリーワン差別化 住まいの点検とメンテナ

『地域のホームドクタ

こうした点を踏まえ、

サービスの商品及び仕組 ンスは必要不可欠です。
みを構築して頂きたいと
願います。

後述しますが、住まい ー』としての考え方を以

日本の高温多湿な気候 早期発見・予防を施して

今後の住宅事情を、悲 の点検をしていて、躯体 下に述べたいと思います。とメンテナンスを継続し、

お施主さまを守る

アフターの両輪で

新築工事とその後の

は、いつの時代も変わら して、事業の三本柱（木 ター』です。
ないと認識しています。 材保存、防水工事、塗装
そこで、今回は住宅業 工事）の技術経験を活か
界において躍進の果たす して、多くの実績を残し
また、躍進は既に二〇

べき使命と責任を明確に てまいりました。
するため、現在の思いの

たけを披露したく、特別 〇九年に商標登録﹃地域 観的に見る方もおられま そのものが損傷をしてい

点検調査から、土台や柱

確かに、少子高齢化と

する家守りとして、床下 せません。

つまり、住宅の長期活

要なことは、水や湿気の ています。

用には、住まいの点検と

「今ある住まいをより メンテナンスの実施・継

耐久性・耐震性の向上は

以下に、必ずメンテナ

その中で、水や湿気を ●屋根

雨・紫外線により表面

年劣化に対して「気付か 塗膜が劣化します。塗装

大切なのは、新築工事と そのものまで傷めてきた ︵二面に続く︶

建築会社さまにとって、なかった」ために、躯体 や葺き替え等の定期的な

ります。

も大切であると感じてお 原因とする木材腐朽・経

中から決断して頂く提案

って、一番良い選択肢の ためには欠かせません。 イントを解説します。

当然、お施主さまにと 最重要。安心して暮らす ンスすべき箇所とそのポ

見受けられます。

がよいという建物も多く 命住宅を実現するには、 の第一歩です。

考えると、建て替えた方 住まいに蘇生」させ長寿 要不可欠で、長寿命住宅

ますが、時間とコストを 永く、安心して暮らせる 続が最も重要であり、必

再生蘇生する建物もあり

リノベーションをすれば とです。

大規模なリフォーム、 被害から住まいを守るこ

なるのも事実です。

得しています。住宅に関 人間が存在する限り欠か 際、倒壊する家屋が多く 耐久性を高めるために必 十分耐えることも実感し

寄稿として誌面を確保い のホームドクター﹄を取 すが、衣食住の文化は、 たら、地震に見舞われた 風土の中で、木造住宅の きた住宅が、長きに渡り

住 宅
情報誌

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

特別寄稿
たしました。

http://www.yakushin.jp

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
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︵一面より続く︶

木造住宅は、梁・柱・ が広がってしまいます。 労、さらには建具や設備 ながるため、いざという
屋根材・外壁材を身にま による日常的なダメージ くることでしょう。

発揮できなくなってしま

メンテナンスが必要とな 土台（軸組）が命であり、 雨、風、直射日光など 機器にも不具合が現れて ときに住宅本来の性能を

ります。
然災害は、建物にとって ナンスをおろそかにし、

安心・安全に毎日を過

定期的な点検とメンテ います。

とい、自ら軸組を守って や、台風、地震などの自

長く住んでいれば、家 劣化の大きな原因となり 結果的に大規模な補修が ごすためにも、住まいの

常に風雨にさらされ て い る の で す 。

●ベランダ
いる環境にあります。 定

期的に防水工事を行う必 もあちこち傷んできます。ます。汚れや消耗、損傷 必要になってしまっては、点検とメンテナンスは地
へご依頼下さるようにお

老朽化が進むと、新築時 などにより、見た目や機 費用も高くついてしまい 域のホームドクター躍進

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！

のような高い性能が発揮 能の低下は避けられませ ます。

鋳造品ではなく

要があります。

一般財団法人建設価 （ 六 ・ 三 ％ ） 増 の 一 八

！

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

●外壁

また、建物の劣化は耐 願い申し上げます。お気

日常生活のなかにも、 震性や耐久性の低下につ 軽にご連絡ください。

雨・紫外線により表面 されないこともあります。ん。
塗膜が劣化します。塗 り い つ ま で も 快 適 ・ 安 全 に
のが、住まいの点検とメ ます。使用頻度の大きい

替え等の定期的なメンテ 暮らすために欠かせない 劣化の原因は無数にあり
ナンスが必要です。

三円／㎡、プレハ

増の一九万二八五

一三円（五・八％）

ス工法が同一万五

／ツーバイシック

造ツーバイフォー

格調査会（東京・中央 万六六一八円／㎡、木
区）は七月十日、

部分は、それだけ劣化を
引き起こしやすくなりま

二〇一六年に着工
宅新築工事を対象

した全国の個人住

すし、床や壁の摩擦や疲

ンテナンスです。

目に見えない部分で す

家も適切なメンテナン

維持する

住宅本来の性能を

●床下
が、家を支える土台で す 。

シロアリ、水漏れ、湿 気

に実施した「個人
住宅工事費の価格

ブ工法が同六九八
一円（三・〇％）
増の二四万九一一
円／㎡となりまし
サンプル数が最

た。
も多い関東地方は、
同四二二四円（二
・二％）増の一九
万九〇二四円／㎡
でした。
また、
関東
地方では、木造ツ
ーバイフォー工法

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）

によるカビの被害がな い
と、あちこち傷んで劣化

か定期的なメンテナン ス ス を せ ず に 放 置 し て い る

傾向に関する研究
（その三）
」の調査
報告書を発表しま
した。延床面積あ
たりの総工事費単
価は一九万二六一
五円／㎡で、前回
調査（二〇一五年
九月発表＝一八万
四〇一〇円／㎡）
に比べて八六〇五
円（四・七％）上
昇しました。

で高値の傾向、木
査 比 一 万 一 〇 一 八 円 向が見られました。

木造軸組工法が前回調 造軸組工法で低値の傾

工法別にみると、

個人宅建設費用の平米単価、8605 円上昇

建設価格調査会調べ

が必要です。

『飛騨炭 床下調湿材』『カーボエース』
『床下用攪拌・換気システム』
の
「床下三点セット」
（左写真）
は、
シロアリ・
腐朽菌対策商品としておなじみ

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。

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

（2）
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

で
選べる

築物、集合住宅

ョン等中高層建

のビル、マンシ

「足場パック」

ーム総合提案

躍進のリフォ

な鎧となっており、トッ

ね返す強靭

て汚れを跳

架橋によっ

はラジカル

さらに表層

をガード。

ご確認ください︒

コードならびにＵＲＬで

施工手順は︑左記のＱＲ

全体的な風合い︑さらに

すので︑色合いをはじめ︑

材﹃エレガンストーン﹄ ︻耐久性︼

自然石調の装飾仕上塗 がりが得られます。

資産価値をアップさせて

をご利用いただき、家の

豪華な自然石調の仕上 す。ぜひ「塗料トリオ」

ンも大詰めを迎えていま

主な特長は以下の通り。ト ）」サ マ ー キ ャ ン ペ ー

足 場 パ ッ ク Ｎ（ ネ クス

向けの塗装・防

高級感溢れる
︻意匠性︼
自然石調の風合い

プコートが不要なのです。

熱を貯めにくく
耐久性も高い

水ハイブリッド

パ ッ ク Ｎ︵ ネ ク

スト︶
﹂の、サマ

塗料の特徴は、二五℃を がベースで、建物のエン り、耐久性に優れます。 ちしております。

無機系素材の使用によ ください。ご連絡をお待

分岐点に、入熱をコント トランス部分に用いるだ ︻超低汚染仕様︼

夏季の定番商品の遮熱 は、自然石の無機系素材

では﹁塗料トリ

ロールするところにあり けでなく、戸建て住宅の

ーキャンペーン

オ﹂が人気を博

外壁にも用いられていま トップを施工することで、

超低汚染型のクリヤー

しています。

もしこれらの症状が一 ます。

塗面は熱を貯めにくい す。自然の風合いを活か 耐汚染性を向上させるこ

躍進本社の社屋・屋根
において熱交換塗料を塗
装し︵右上写真参照︶、
熱
交換効果に関するデータ
また、子供たちに熱交

も取得しています。
換塗料を塗布したエリア
に立ってもらい、炎天下
でも足裏が熱くならない
ことを示しました︵右下
写真参照︶。

本誌はモノクロ印刷で

それは塗り替えの時期が 性質をもち、同時に高い した意匠性を持ち、壁面 とができます。

トップコートが
つでもあてはまったら、
不要のつや消し塗料

耐久性を示します。気温 を多彩に演出します。

外壁の再施工では、高 が二五℃以上の場合、熱

外壁の塗り替え時を示 きているサインです。

す兆候として以下のよう

また、気温が二五℃を

な現象があげられます。 弾性のつや消し塗料とし 緩和反応を示します。
った﹃ビュークリーンウ 下回ると、熱収縮が始ま

①外壁を手でこすると手 てすっかりおなじみとな

に粉が付いてくる︒

②外壁の汚れが目立つ︒ ォール﹄をお薦めしてお り機能材の構造特性によ

③塗膜が剥がれている︒ ります。柔らかいのに汚 って、室温低下を抑制し
ノビーズが配列され汚れ

④外壁にひび割れが入っ れにくく、塗膜表層にナ ます。
ている︒

塗装サンプルを曲げても
（写真左および下）一切
クラックが入らない優
れた弾性を誇る。

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

型新商品﹁足場

塗料トリオが人気
目的・用途

エレガンストーン
遮熱塗料
ビュークリーンウォール

2018 年（平成 30 年）8 月 1 日（水）
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足場パックＮ（ネクスト）サマーキャンペーン

台風、ゲリラ豪雨などの
大雨から家を守る

七月に西日本を襲った った様々な塵芥が、バル 部分の動きが大きい場合 問い合わせが殺到してお

で甚大な被害をもたらし のままにしておき、台風 トップコートという手順 すべての物体から、その
ました。被害者、関係者 やゲリラ豪雨に見舞われ の場合、入隅部が四層に 温度に応じた波長分布に

未曾有の豪雨は、二〇〇 コニーのドレン部分に蓄 に不安が残りますが、ガ りました。
人もの死者を出し、各地 積しています。それをそ ラスマット二層に中塗り、 赤外線は、温度を持つ

よって、自然に放射され

起こりうるものです。

さらに、定期点検・メ いています。

財産を守るためには、日 薦めしております。

ご案内しております。

清掃に加え
さらなる防水処理を

誌面はモノクロですが、
サーモグラフィ上では、

で表示されるのです。サ 生産ラインの工場では、
ないと、防水効果が薄れ 下するためです。
バルコニーの長持ちに ーモグラフィ上では、中 設備点検の際、サーモグ
ていることがあります。
特に、戸建てのバルコニ は、定期点検・メンテナ 央部分には、水色を通り ラフィなら、その都度ラ

線漏水調査システム﹄を 水層を保護するトップコ や直射日光などによって、まると赤色に変化します。とができます。
二四時間稼動している
ートの塗り直しなどをし シート接着面の強度が低 しかし、漏水箇所は水色

ーのドレン清掃と﹃赤外 年保証です。しかし、防 部分の剥がれです。風雨

シート防水の場合、特 部屋全体の温度は緑色で
スが欠かせません。そこ ンテナンスを実施してい
で、躍進では、バルコニ ます。ＦＲＰ防水は一〇 に多いのが、ジョイント 表示されています。
そして、暖房などで暖

ごろの備え、メンテナン

防水（塩ビ・ゴム）を用

して、清掃に加え、さら 以外、商業ビルや集合住 壁の間が漏水している写
大雨から住まいという なる適切な防水処理をお 宅にはウレタン、シート 真です。

例えば、下二枚の写真
また、戸建てのバルコ
何百年に一度発生する大 の一環としてドレン清掃
地震と違い、大雨は毎年 を実施しております。そ ニーに対するＦＲＰ防水 は、天井の一部と天井と

しさをまざまざと見せつ
躍進では、リフォーム きに追従して破断、ひび 析する装置がサーモグラ
けられましたが、何十年、総合提案「足場パック」 割れ、剥離を防ぎます。 フィです。

定されるなど、雨の恐ろ です。

ドレン部分には、前述 ます。その温度に応じた
お見舞い申し上げます。 を起こし、バルコニー全
「特定非常災害」に指 体の劣化を促進させるの の 「 サ ン ド ウ ィ ッ チ 工 波長分布を、色画像とし
法」を採用し、躯体の動 て示し、様々な状態を分

のみなさまには、心から ますと、オーバーフロー なるため安心です。

ドレン清掃と
赤外線漏水調査システム

梅雨のシーズンを迎え 上のチェックがきびしい ぜひドレン清掃サービス

品、化学製品など、衛生 訪れます。その対策にも

温度を色画像で表示
住宅以外でも、食品、薬 風、ゲリラ豪雨が頻繁に
し漏水箇所を特定

非接触検査であるため、人事ではありません。台

秋季の枯葉は言うに及 ーにおいては、日常生活 ンスは必要不可欠。ぜひ 越して、濃い青色が示さ インを停止して作業する
ばず、一年を通して溜ま での履物によるトップコ こまめなドレン清掃を実 れおり、ここが漏水箇所 必要なく点検可能です。
であることが分かります。 西日本の大雨被害は他
ートの損傷などの対策は 施してください。
躍進のコアコンピタン

欠かせません。
スであるＦＲＰ防水は、
当社独自の２ＰＬＹ＋ド

レン部の「サンドウィッ る前から、雨漏り被害対 現場でも、温度計測・分 と『赤外線漏水調査シス
チ工法」が最大の特徴。 策として、躍進の定番商 析が可能。さらに温度変 テム』をご利用ください。
ガラスマット一層の場合 品であるサーモグラフィ 化の激しい物体や微小な お問い合わせは躍進まで

ファーストアローズ
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株式会社

株式会社

容

では、立ち上がりの塗膜 法による『赤外線漏水調 物体でも、温度に影響を お気軽に。ご連絡をお待
不足や入隅・ジョイント 査システム』へのご注文、与えず計測・分析するこ ちしております。

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１
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株式会社

関連会社

社 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

本

ヤクシンジャパン

防水工事：ＦＲＰ、ウレタン、塩ビシート、
ゴムシート、アスファルトシーリング、注入、
ピンニング、シングル葺き
木材保存工事：床下点検、シロアリ駆除
及び予防、調湿剤、床下換気 等
塗装工事：各種塗装
外部点検：屋根、陸屋根、バルコニー、
外壁 等診断

不動産事業

関連会社
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躍進
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