面 これが石質改質機能材の特徴!

石質改質機能材

銀の抗菌力 をフル活用して

実証実験し、成果発表

平成三十年も残すと 未来を決すると思いま 各自がテーマを決めて

そして、失敗を恐れ を一週間に一回実施し

ころ九十日です。まさ す。
に、今年の反省・改善

きたいと考え、がむし 抵抗を受けるように、 せんが、良いことは模

への助走期間にしてい 前進すれば、必ず波の 一夕に成果は上がりま

コンクリ ート 劣
防 ぐ
の 化 を
この秋、躍進がお届け 中性化の抑制、復元アル 菌力を持ちながら、人体

の総括と、新たなる年 るなと言いたい。船が ています。決して一朝
する﹁石質改質機能材﹂ カリ性強化、水、酸性雨 にはまったく影響がない

かしらの障害に直面す し、結果に結びつけて

聞いたり、試したりと、越えることで、自己が は、益々、過当競争が

住宅事情、建築業界

三つの知恵でまとまっ 鍛え磨かれるのです。 激しくなります、工務

のは「人生は見たり、 その困難と闘い、乗り

そこで思い出される るものです。しかし、 います。

と確信しています。

・実り・収穫ができる 磨しようとする時、何 を律し、気付きの場に

ることで、良い種蒔き する時、また自身を錬 とは教訓にして、自己

ゃらに悔いなく闘争す 何かを成し遂げようと 倣し、失敗やダメなこ

日本において、鉄筋コ

表面劣化を防ぐこと
で水の浸入を防ぐ

は、銀の力を応用し、コ の浸透防止機能を活性化。のです。
ンクリート、ブロック、 表面の酸化生成汚染物の
機能の役割を果たします。

レンガを洗浄し、汚れや 中性化洗浄機能と白色化
劣化を防ぎます。
石質表面に「石質改質 人体に無害で、環境にも

で三〇年、良くても五〇

リーワン

は、オン

挑むことを試すに置 店さま、建設会社さま
見たり、聞

ているが 多くの人は

年といわれています。

機能材」を噴霧すること やさしい商品として注目 ンクリートの寿命は平均
で高性能強力抗菌と消臭 されています。
作用を発揮。長期にわた

劣化の大きな原因は、

いたりする

の技術を

塩害、凍害、中性化、ア

発揮します。同時に、酸

だけで 一

抜群の殺菌機能を
誇る銀

化を防止し細菌類を除去。 銀は、六五〇種類以上 ルカリ骨材反応などがあ

番重要な、

って持続した抗菌効果を

そのためカビ、藻、細菌 の細菌、バクテリア、カ り、最悪なのはコンクリ

いことはたくさんあり るコミュニュケーショ

を得るために、是非躍

躍進では、お客さま 進とタッグを組み、住

います。そうした数多 に喜んで頂き信用信頼 まいの点検を実施して
くの経験が、より良き されることを根幹に、 ください。

ことんやれば良いと思

趣味も、自己啓発もと りませんか。

いころには、仕事は言 ちょっと試す習慣を身 なかったことが見えて
うに及ばず、遊びも、 に付けてみようではあ きます。そのよき結果

特に、それぞれが若 ます。だから、気軽に ンを実施すれば、見え

とであります。

精神であり、挑み続け 事も行動に移し、やっ す。先ずは、一〇件の
る習慣を身に付けるこ てみなければわからな お客さまと、点検によ

大切なのは、何事も 事も気軽にやってみて 価値創造となり、論よ
前向きに挑戦し続ける はどうでしょうか。何 り証拠の結果となりま

葉です。

ほとんどしない」とい き換えてやってみても ービスの実証実験を是
う、本田宗一郎氏の言 良いでしょう。ちょっ 非実施してください。
そこで得た気付きが
と試してみようと、何

別化、サ

もって差

の繁殖を抑制して、生物 ビ菌などに対する繁殖抑 ートに内在している鉄筋

笠井輝夫

㈱躍
進
代表取締役

試したりを
しかし、「石質改質機能
への水の浸入を防ぐこと

のような耐性がまったく 材」で劣化を防ぎ、内部
ありません。

さらに、水道水の消毒 でコンクリートの寿命を
剤、抗菌剤で使用する塩 延ばします︵詳細は二面
素系薬剤より数十倍の殺 でご案内いたします︶。

中央より右側が未処理、
左側が改質処理後

頒価：216円（送料込み）

面 改正建築基準法、9月25日から一部施行

！
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また、コンクリートの す。人体に無害で抗生剤

劣化や汚染を防止します。制及び殺菌機能が抜群で が錆びることです。
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噴霧後

一般に、コンクリート お問い合わせは躍進まで
はひび割れや破損が発生 お気軽に。
していることが多く見ら
れます。そうなる前に表
面の黒カビや汚れなどを
除去し、
﹁石質改質機能

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！

材﹂を用いてしっかり保

鋳造品ではなく

護することをお薦めしま

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

す。
まず、コンクリートの
表面の藻や黒カビを洗い
流します。特に、コケや藻

トグル制震構法

耐震性がアップ！

が発生している場合や、

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

表面にアルカリ成分が溶
け出し「エフロ（白華）」
状になっている場合は、
高圧洗浄できれいにしま
す︵写真①︶
。
そして「石質改質機能
材」を２回噴霧︵写真②︶。
階段左側の白い壁の部分
が「石質改質機能材」を
噴 霧 し た 箇 所 で す︵ 写 真
③︶
。晴れている日は違い
④︶
、雨の日には撥水加工

「石質改質機能材」
を噴霧した右側と、
噴霧していない左側の差をご覧ください！

●

写真④
写真⑤

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

写真①
写真②
写真③

が 分 か り ま せ ん が︵ 写 真
されている部分（右側）と
そうでない部分（左側）
の
差 が はっき り と し ま す

色化を実現してください。

復元アルカリ性強化、白

ンクリートの中性化抑制、

殖の抑制・汚染防止、コ

防止、カビ、藻、細菌繁

用い、水、酸性雨の浸透

「石質改質機能材」を

︵写真⑤︶
。

石質改質機能材の特徴！
これが
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コンクリートの健康寿命を延ばす

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

躍進のリフォーム総合 ック対策用の浴室換気乾 過度の収縮により血圧が
提案「足場パック」は、 燥暖房機として︑﹁壁面タ 急変動し、脈拍が早くな
︑り、高齢者の場合、心疾
現在オータムキャンペー イプ／浴室用／防水仕様﹂

特定保守製品

鍵を取り出し開錠

専有部玄関

re

︻耐久性︼

本誌はモノクロ印刷で

とができます。

耐汚染性を向上させるこ

トップを施工することで

超低汚染型のクリヤー

︻超低汚染仕様︼

り耐久性に優れます。

無機系素材の使用によ

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

錠﹃セリュールプレミア﹄
は、クルマの鍵と同じテ
クノロジーの「セリュー
ルスマートキー」を搭載

なく、戸建て住宅の外壁 全体的な風合い︑さらに

そんな﹃セリュールプ にも用いられています。 施工手順は︑右記のＱＲ

秋冬定番・人気の三商

主な特長は以下の通り。品で、家の性能・機能・

デザイン性をアップさせ

気軽にご連絡を。

豪華な自然石調の仕上 てください。躍進までお

ンズフリーで解錠できる がりが得られます。
ため、両手に荷物を持っ

バン、ポケット等に持っ ースで、建物のエントラ

池式スマートキー）をカ 自然石の無機系素材がベ

解錠するＦＯＢキー（電 ﹃エレガンストーン﹄は、

し、ドアに近づくだけで 然 石 調 の 装 飾 仕 上 塗 材

注目度が急上昇中の自

自然石調の
高級感が魅力

後付けのオートロック テムに比べて簡単です。

工事も従来の電気錠シス

マンションもハンズフ
ていてもラクラク便利。
リーでラクラク解錠

意です。

はヒートショックに要注 鍵の出し入れをせず、ハ

浴する習慣のある方など ら部屋に入るまで一度も ︻意匠性︼

方、お酒を飲んでから入 は、マンションの入口か

吸症候群や不整脈がある トシステム﹂︵右写真参照︶ 彩に演出します。

満気味の方、睡眠時無呼 ントランス連動型スマー 意匠性を持ち、壁面を多 ご確認ください︒

・動脈硬化のある方、肥 レミア﹄
の集合住宅用﹁エ 自然の風合いを活かした コードならびにＵＲＬで

さらに、高血圧・糖尿病

意しなくてはなりません。だけで解錠できます。

以上にならないように注 ていれば、画面に触れる ンス部分に用いるだけで すので︑色合いをはじめ︑

鍵を取り出し開錠

﹁ 同 ／ 換 気 扇 内 つながることもあります。
・人気の三商品が大いに 部 屋 用 ﹂︑

﹁ 同 ／ 換 気 扇 最悪の場合、急性心不全、
注目されており、お問い 蔵 タ イ プ ﹂︑

er
Af t

er
Af t

﹁ 天 井 取 付 心筋梗塞、くも膜下出血
合わせ、ご注文がたくさ 連 動 タ イ プ ﹂︑
引き起こします。
六五歳以上の方は、た

意が必要です。熱いお湯

がお好きな方は、脱衣場

浴室にプラス1室を同時換気。
乾燥中でも他室の同時換気が可能。

と浴室の温度差は一〇度

Befo
re

タイプ﹂
︵左写真参照︶を などによる突発的な死を
ご用意いたしました。

天井取付
タイプ

電子錠にタッチして開錠

近づくだけで開錠

冬場の浴室の脱衣所や

トイレ、廊下などで寒さ とえ健康に自信があった

特定保守製品

壁面取付タイプ

●電源プラグ（コンセント差込）タイプ
●電源コード（棒端子接続）タイプ

Befo

ん寄せられています。

ヒートショック防
止の決定版商品

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル

躍進では、ヒートショ にさらされると、血管の としても、入浴時には注

2室 同時換気

BF-861RX
BF-861RXR

涼風暖房機：非防水仕様

SDG-1200GS
涼風暖房機：防水仕様

SDG-1200GB

共有部エントランス

ンが真っ盛り。秋冬定番 ﹁同／脱衣室・トイレ・小 患や脳障害などの事故に

秋冬定番・人気の３商品!
浴室用モデル
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足 場 パ ッ ク オータムキャンペーン真っ盛り！

業に活用できることとし 外とする建築基準法施行

ます。加えて、都道府県 令を九月二十五日に施行

ファーストアローズ

容

（4）
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株式会社

内

及び市町村の定める高齢 しました。これは、容積
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関連会社

業

用する場合のバリアフリ 付近見取図、配置図、建 者居住安定確保計画によ 率規制の対象になると容

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１

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

ヤクシンジャパン

事

ー基準の緩和等を行いま 物の登記事項証明書、法 り強化又は緩和できる認 積率に余裕がないと設置

本

株式会社

不動産事業

改正建築基準法、

株式会社

関連会社

共同住宅で共用廊下と

現状が明らかになりました。

一体となった宅配ボック

からない」が56.6％となり、仕組みが周知されていない

スについては、昨年十一

いない」を選んだ理由を聞いたところ、
「仕組みがよくわ

月に容積率規制の対象外

用しているかを聞いたところ、
「していない」が89.2％、
「わからない」
が7.2％、
「している」
が3.6％でした。
「して

とされましたが、今回の

一方、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度を利

建築基準法の改正に伴い、

0.9％となり、貸しても良いと考えている人が9割を超え
ることが分かりました。

人の登記事項証明書等の 可基準として、これまで を断念するケースがある

29.7％、
「どちらでもない」が6.3％、
「 絶対に嫌だ」が

終身建物賃貸借制度を 添付書類を不要とします。の床面積に、設備基準及 ためです。

かを聞いたところ、
「 場合による」が63.1％、
「 思う」が

した。

また、住宅確保要配慮者に部屋を貸しても良いと思う

ら部施行
九月二十五日 か一

分かりました。

務的な負担が大きい等の に伴うバリアフリー化等 加します。

用者である物件所有者の過半数が認知していることが

宅配ボックスをオフィ 老人ホームや福祉ホーム

改正住宅セーフティネット法の認知度を調べたところ、
「知っている」
が66.7％、
「知らない」
が33.3％となり、利

宅配ボックス設
置部分を容積率
規制の対象外に

査（有効回答者＝数111名）
の結果を発表しました。

政府は、木造の特殊建 対象外とすることなどで 活用する際、申請者の事 また、既存の建物の活用 びバリアフリー基準を追

情報サイト
『ウチコミ！』の登録大家会員を対象に実施し
た、改正住宅セーフティネット法に関するアンケート調

築物の防火規定の緩和 な す 。

アルティメット総研（東京都新宿区）
は9月14日、賃貸

さらに、セーフティネ

改正住宅セーフティネット法、
大家の
過半数が「仕組みがよくわからない」

るため、九㎡以上のシェ 用途や設置場所によらず ックスについても、共同

イスをきくと、
キッチンに対しては妥協せずに、納得でき
る設備にすることをすすめる意見が寄せられました。

課題から、一般賃貸住宅 の改修コストの軽減を図

交換」8.3％が続きました。
「特になし」
は67％でした。
リ
フォーム経験者にこれからリフォームする人へのアドバ

における活用が進んでい るため、段差や階段の寸

換」が11％で1位となり、
「グレードの高い浴室設備への

なかったことを受け、高 法に関するバリアフリー

リフォームにあたり
「予算の都合で諦めたもの」
は、
「ス
テンレス製、対面型などグレードの高いキッチンへの交

齢者の居住の安定確保に 基準を削除します。

う人が多いことがうかがえる結果となりました。

具体的な改正内容とし アハウス型住宅について、宅配ボックス設置部分を 住宅の場合と同様に容積

と思う」
（31％）、
「同じ家に住み続けることに少しうんざ
りする」
（17％）が続き、落ち込みながらも我慢してしま

どを盛り込んだ改正建 築
「終身建物賃貸借
基準法の一部を、九月 二
事業」
活用促進へ
省令改正 国交省

考えられます。
リフォーム後に劣化を見つけた時の気持
ちは、43％が「がっかりする」
と回答。
「我慢するしかない

今回施行されたのは 、

は、長く過ごす場所だからこそ劣化を感じやすいためと

十五日から施行しまし た 。

後悔している点として、
「水回りの使い勝手が悪くなっ
てきている」
「全体的に古い」
などがあげられました。
これ

国土交通省は、高齢者 関する法律施行規則の一

チン」
であることがわかりました。

木造建築物等である特 殊

ず、劣化しはじめていると感じる人が1番多いのは「キッ

建築物の外壁などに関す が死亡するまで賃貸住宅 部を改正するものです。 ット住宅において終身建 スや商業施設などに設置 などに設置された共用廊

想と現実」
に関する調査結果を発表しました。
それによる
と、
リフォームの際にこだわる人が最も多いにも関わら

る規制の廃止や、接道規 に住み続けられる「終身 九月十日付けで改正公布 物賃貸借の活用を促進す しやすくするため、建物 下と一体になった宅配ボ

ら60代の既婚女性300名に実施した「リフォームの理

制の適用除外にかかる手 建物賃貸借事業」を活用 ・施行しました。

クリナップ（東京都荒川区）
は9月13日、自宅のリフォ
ーム経験があり、
リフォーム後5年以上経過した40代か

躍進

続きの合理化、老人ホ ー し や す く す る た め 、 省 令

リフォーム後に劣化を感じる場所
1 位は「キッチン」

ムなどの共用廊下・階段 改正等により、添付書類 ては、事業認可の申請手 セーフティネット住宅と 延べ床面積一〇〇分の一 率規制の対象外になりま

月刊 住宅情報誌
の床面積を容積率の算定 の削減、既存の建物を活 続きを簡素化するため、 同様、終身建物賃貸借事 以内で容積率規制の対象 す。

2018 年（平成 30 年）10 月 1 日（月）

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

