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頒価：216円（送料込み）

梅雨 のシーズン到来 で

梅雨のシーズンにおい ースやヘミセルロースな
て、最も重要なのが、万 どを分解して、木材を多

シロアリ調査は、梅

そこで、前述のシロ

羽蟻の飛翔は、シロ 必要性があります。

雨時でも遅くはありま アリ発生の最も重要な

せん。もし気になる方 シグナルですが、それ アリ対策キャンペーン

がいらっしゃれば、一 を見落としてしまった だけでは、お客さまの

シロアリの活動は最高 ント満たすことはでき

刻も早く、躍進にご連 のであれば、梅雨時に、ニーズを一〇〇パーセ
絡ください。

躍進をはじめ、木材 潮に達してしまいます。ない以上、躍進では、

ロアリ対策キャンペー 大な食害をもたらすの 間」として、より一層

携わっている業者のシ 環境の中で、木材に多 「シロアリ駆除強化月

保存、シロアリ対策に 梅雨時のジメジメした 六月から七月にかけて

提案「足場パック」では、 処置における最大のポ

ンは、三月から五月に です。

躍進のリフォーム総合 げるのです。

全な雨仕舞の実施です。 孔質に変化させ強度を下

外壁塗装のメニューに加 イントは、コーキング剤

集中します。

この時期だからです。 ありません。今からで

一般的なシロアリ対

羽蟻が飛翔するのは ま放置してよいわけが 施に努めます。

当然ながら、このま 検、シロアリ駆除の実

の注意喚起と、床下点

えて、壁体内への雨水侵 を奥まできちんと行き渡

立たないようにぼかしな

の傷みによって、壁体内 もちろん、元からある模 がお薦めしている高弾性

ごしてしま

候を、見過

案に過ぎ

者側の提

くまで業

しかし、その大事な兆 も決して遅くないので、策キャンペーンは、あ

に雨水が浸入し、そのま 様やデザインも考慮し、 のつや消し塗料﹃ビュー

うお客さま

しかし、

ません。

もいらっし

笠井輝夫

に見つけてやるぞ」と、住まいの総点検をし、 が、六月、七月におけ

「羽蟻が出たら絶対 まずは床下をはじめ、 お客さまの真のニーズ

㈱躍
進
代表取締役

厚な塗装を行えば、クラ

複雑なクラックの場合 ックの再発はほとんどあ

リや腐朽菌を発生させま 壁塗装をします。
す。特に、腐朽菌は、木

日常生活のなかで血眼 シロアリが発生してい るシロアリ対策にもあ

また、雨仕舞の一環と
ラックを埋める処理方法

応してこそ、企業の社

も用います。そして、何 してドレン清掃を実施し

ば、必ずそれを確認で きたいと思います。

翻って、企業の基本 会性が確保できるとい
すと、台風やゲリラ豪雨

でしょうか。実際問題 からスタートしなけれ 顧客満足を追求してい

た方全体の何割に及ぶ 企業のあり方も、そこ 躍進では、より一層の

客さまは、蟻害にあっ を満たすことであり、

しかし、そうしたお は、お客さまのニーズ うものです。

きるでしょう。

の際オーバーフローを起

として、羽蟻の発見が、ばなりません。

きます。ぜひ躍進の

令和の時代に突入し、
こし、バルコニーの劣化

当てはまらないと思う までいきわたっている ただき、ご活用くださ

対策のきっかけには、 顧客満足の達成が隅々 間」の活動にご注目い

しかし、実際には、 「シロアリ駆除強化月
する塗装・メンテナンス

必ずしもすべての蟻害
を「足場パック」で実施

かとなると、検証する い。

のです。
お待ちしております。

してください。ご連絡を

雨仕舞を確実なものに

を促進させるのです。

をそのままにしておきま

分に溜まった枯葉や塵芥

バルコニーのドレン部

になっている方であれ たら、駆除していただ るとなれば、それに対
することが重要です。

よりも再発しないように ております（右写真︶。

材の主成分であるセルロ は、外壁に溝を作ってク りません。

http://www.yakushin.jp

ゃいます。

まにしておけば、シロア コーキング剤の充填、外 クリーンウォール﹄で肉

クラックやサッシ周り がら丁寧に塗装します。

ます。

真︶補修をお薦めしてい そのうえで、補修跡が目

入を防ぐクラック︵左写 らせて埋めることです。

シーリングの後、躍進

確実 な雨仕舞 を実施 ！

笠井 輝夫
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サーモグラフィ法が示す精度が高い評価

雨漏り対策の決定版!!

赤外線
漏水調査
システムは

三年前の発売以来、い

サーモグラフィの特徴 下屋の雨どい脇に、赤外

そうしたお悩みを一気 定することができます。 ラフィで計測したもので、

まやこのシーズンの定番 に解決したのが、サーモ

商品となりました﹃赤外 グラフィ法による『赤外 は、広い面積を同時に捉 線画像では濃い青色が示
モニター上に映し出され 積していることが確認で

線 漏 水 調 査 シ ス テ ム ﹄。 線漏水調査システム』な えることができるため、 され、その部分に水が蓄

すべての物体から、その 目で分析できます。

二四時間フル稼働の

赤外線は、温度を持つ る温度の相対比較をひと きるのです。

現在、ご注文、お問い合 のです。
わせが次々に寄せられて
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。
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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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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！

生産現場にはピッタリ

鋳造品ではなく

サーモグラフィは、対

非接触検査であるため、

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

温度に応じた波長分布に

ます。その温度に応じた ができるため、動いてい

温度差を色画像で表
よって、自然に放射され 象物から離れて温度測定
示し漏水箇所を特定

専門の調査会社が、調 波長分布を、色画像とし るものや、近づくことが 食品、薬品、化学製品な
査・補修を何度もくりか て示し、様々な状態を分 できない危険なものでも ど、衛生上のチェックが
えしていながらも、一向 析する装置がサーモグラ 簡単に温度計測・分析す きびしい現場でも、温度

トグル制震構法

耐震性がアップ！

計測・分析が可能。さら
例えば、左上二枚の写 に温度変化の激しい物体

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

に雨漏り被害が改善され フィです。そのため、今 ることができます。

析することができます。
二四時間稼動している

必要なく点検可能です。
通電状態を計測します

梅雨のあと、台風、ゲ

ム』をご利用ください。

が乾いてから、サーモグ ちしております。

は、外壁に放水後、表面 お気軽に。ご連絡をお待

また、左下二枚の写真 お問い合わせは躍進まで

分かります。

が漏水箇所であることが 『赤外線漏水調査システ

色が示されており、ここ ます。その対策にもぜひ

色を通り越して、濃い青 リラ豪雨シーズンを迎え

では、中央部分には、水

です。サーモグラフィ上 になると思われます。

所は水色で表示されるの ィ法による点検が一般的

します。しかし、漏水箇 握。今後はサーモグラフ

内が暖まると赤色に変化 のでより正確に状況を把

そして、暖房などで室

表示されています。

部屋全体の温度は緑色で インを停止して作業する

サーモグラフィ上では、 ラフィなら、その都度ラ

らいかもしれませんが、 設備点検の際、サーモグ

ため、ちょっと分かりづ 生産ラインの工場では、

誌面はモノクロである

写真です。

と壁の間が漏水している に影響を与えず計測・分

漏りの侵入口も明確に特 真は、天井の一部と天井 や微小な物体でも、温度



〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

ないというケースは、あ まで発見できなかった雨
ちこちで聞かれます。
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

防水・塗装の再施工と
「床下３点セット」で

また、戸建てのバルコ 肥性、保水性に優れ、病

それにより、布基礎や基 に、健康で快適な住環境

「地域のホームドクター」

（ホーム）を対象とした

して、お住まいと暮らし

『カーボエース』は、保 の床下に設置可能です。 「 医 」と み な し 医 食 住 と

さらに、衣食住の衣を

同じく、セラミック炭 礎パッキン工法、基礎断 づくりに励んでおります。

梅雨のシーズンは、シ ご案内しているように、 チ工法」を採用し、躯体 気も遮断します。

す。そして、外壁の再施

躍進が手がけたお施主 工では、高弾性のつや消 ニーに対するＦＲＰ防水

地域のみなさまより

として務めています。

床下点検からはじまる家 と評価をいただいている

物の繁殖促進効果もあり 提案「足場パック」は、 「顔がみえるから安心」

『床下用攪拌・換気シ の総合的な再構築です。 躍進に、令和の時代も家

シート防水の場合、特 ます。

いています。

躍進のリフォーム総合

「地域のホームド
害虫の発生を抑制します。
クター」が実現す
る家の長持ち

さまは言うに及ばず、他 し塗料としてすっかりお 以外、商業ビルや集合住 また土中から放出される

社で施工した地域のみな なじみとなった﹃ビュー 宅にはウレタン、シート ガスを吸着するほか、

ＦＲＰ防水は、当社独

自の２ＰＬＹ＋ドレン部 に多いのが、ジョイント

分の「サンドウィッチ工 部分の剥がれです。風雨 ステム』は、中央部設置 防水や外壁・屋根の塗装 の長持ちのすべてお任せ

法」が最大の特徴。ガラ や直射日光などによって、に よ る ダ イ レ ク ト 換 気 など様々なご提案の最初 ください。ご連絡をお待

床下点検とともに、シ

業をもって、住まいの維

換気と撹拌機能を同時 持管理を担っております。

当します。

の床下換気扇三台分に相 ります。これらの主要事

ーします。これは、従来 康」をご案内いたしてお

二〇坪までの床下をカバ 土 台 で あ る 「 床 下 の 健

スマット一層の場合では、シート接着面の強度が低 （新方式）により一台で に、文字通り家の基礎、 ちしております。

スであるＦＲＰ防水の保 入隅・ジョイント部分の

証期間は一〇年ですが、 動きが大きい場合に不安

防水層を保護するトップ が残りますが、ガラスマ

そして、躍進は、創業

床下調湿材﹄﹃カーボエー 部の高湿エリアをダイレ ビルダーさまを通じて、

ていることもあります。 合、入隅部が四層になる 玉商品となった﹃飛騨炭 ステムであり、床下中央 以来、地場の工務店さま、

怠ると、防水効果が薄れ プコートという手順の場 ロアリ・腐朽菌対策の目 に搭載した高効率換気シ

コートの塗り直しなどを ット二層に中塗り、トッ

床下の健康維持の
決定版

躍進のコアコンピタン 立ち上がりの塗膜不足や 下するためです。

家を長持ちさせる
に は 防 水・塗 装 の
再施工が不可欠

施しております。

防水・塗装の再施工を実 薦めしております。

さまのお住まいも含め、 クリーンウォール﹄をお 防水（塩ビ・ゴム）を用 調整機能、土中有効微生

ph

まのため

前述のように、ドレン ス﹄﹃床下用攪拌・換気シ クトに撹拌換気します。 地域にお住まいのみなさ

日常生活での履物によ ため安心です。

ット﹂
︵左下写真参照︶に
は、
たくさんのご注文、
お
問い合わせが寄せられて
セラミック炭から作ら

います。
れた脱臭調湿材『飛騨炭
床下調湿材』は、床下に
一坪あたり約十二袋敷つ
めるだけで床下の湿気を
コントロールします。底
面をフィルム加工してあ
りますので地面からの湿

おかげさまで、
「足場パック」
の
目玉商品と
なりました。

るトップコートの損傷だ

after

けでなく、本号一面でも 部分には「サンドウィッ ステム﹄の﹁床下三点セ

ＦＲＰ再施工

➡
before

床下用攪拌・
換気システム

ります。

装の再施工の時期でもあ は、適切な対策が必要で す。

るだけでなく、防水と塗 るオーバーフローなどに ひび割れ、剥離を防ぎま から作られた土壌改良材 熱工法等、あらゆる構造

ロアリの活動が活発化す ドレン部分の詰まりによ の動きに追従して破断、

家全体の長持ちを確保

令和の
時代も
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などによる積極的な展開から、収納拠点数が1万1500カ所、
レン
タル収納・コンテナ収納の室数（Unit数）が約52.5万室まで拡大
しました。一般生活者の認知度向上や需要増も続き、市場は堅調
に推移しているようです。
また、2020年度の市場規模は、2011年度比で約1.8倍となる
829億3000万円と予測しています。

株式会社
本

〒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
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関連会社

株式会社

不動産事業

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

事

業

内

許可業者数は前年度比 合、二〇一九年五月三十

2018年度市場規模は、前年度比6.7％増の743億3000万円
を見込みます。大手や地域の有力事業者に加え、新規参入事業者

〇・七％増の四六万八三 一日までの間に限り、解

の結果を発表しました。

一一業者となり、四年ぶ 体工事業の許可を受けず

（レンタル収納・コンテナ収納・トランクルーム）市場トレンド調査

万三八五一業者（四七・ 工工事業」が一六万八六

矢野経済研究所
（東京都中野区）
は5月8日、
国内の収納サービス

二％）の大幅な増加とな 九一業者（許可業者の三

矢野経済研調べ

数は、二〇一六年六月一 一五万一一八八業者（同

2018 年度収納サービス市場は前年度比 6.7 ％増

する事業を営んでいる場 ました。

戸建て住宅、集合住宅（個別）の二次公募は7月上旬から8月中
旬の予定です。

ニュ
ュー
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ス・
・新
新製
製品
品・
・政
政策
策・
・経
経営
営・
・イ
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ンフ
フォ
ォメ
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ョン
ン
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戸あたり120万円。事業詳細は、SIIのホームページを参照してく
ださい。

現行では建売戸建て住宅 を除く）まで対象を広げ りに増加しました。その とも当該事業を営むこと

補助率は3分の1以内で、補助額の上限は戸建て住宅の場合、1

を供給する大手住宅事業 ます。マンションを含む うち、解体工事業の許可 ができることを受けて増

今月28日となります。

建設業許可業者数が
りました。
六・〇％）で最も多く、
四年ぶり増加
解体工事業の許可業者 次いで「建築工事業」＝
解体工事業が大幅増

開始しました。締め切りは、戸建て住宅、集合住宅（個別）の場合、

国土交通省は五月十日、日時点でとび・土工工事 三 二 ・ 三 ％ ）、
「土木工事

「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」
の一次公募を

住宅と小規模建物は、建 業者数が全体の九・二％ 加したとみられます。

一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII、東京都中央区）
は5月
13日、
一定の性能を持つ断熱材などを使った断熱改修を支援する

（4）

改正建築物省エネ法 が成立

SII「高性能建材による
住宅の断熱リフォーム支援事業」
一次公募を開始

そのほか、業種別の許

が14万戸、埼玉県が12万戸となりました。

建築物省エネ法改正に 築主や行政の負担などを に当たる四万三一八六業

のは、東京都で31万戸でした。次いで神奈川県が15万戸、千葉県

者が対象となります。

の1都3県で全国の増加数の4割を占めるようです。最も多かった

注文住宅 も規制強化

総 住 宅 数の増 加 率は 3 . 0 ％で 増 加 率は 鈍 化していますが 、
2013年からの総住宅数の増加数を都道府県別にみると、首都圏

注文住宅の建築の際に、して省エネルギー基準へ 向けての議論では、省エ 考慮して、対象から外し 者で、前年度に比べて一 可業者数では、「とび・土

住宅」
は29万戸と1万戸減、
「二次的住宅」
は38万戸と3万戸減少
しました。

省エネ性能に関する説明 の適合状況などを説明す ネ基準への適合を義務付 ました。

「賃貸用の住宅」
は431万戸と、2万戸増加しました。
「売却用の

を義務化する改正建築物 ることを義務付ける制度 ける対象範囲が大きな争

2013年に比べ29万戸増加しました。

省エネ法が五月十日、参 を創設します。また、省 点となっていました。現

空き家数の内訳をみると、
「 賃貸用の住宅」や「売却用の住宅」、
別荘などの
「二次的住宅」
を除いた
「その他の住宅」
は、347万戸と、

議院本会議で可決、成立 エネ基準よりも高い基準 在は、延べ床面積二〇〇

26万戸増加しました。

ランナー制度の対象に、 けが義務付け対象になっ

2013年と比べ、179万戸増えました。空き家数は846万戸と、同

しました。公布後、二年 への適合を求めるトップ 〇㎡以上の大規模建物だ

総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）
は13.6％と、0.1ポ
イント上昇し、過去最高を更新しました。総住宅数は6242万戸で、

戸建て住宅などに対す 注文戸建て住宅・賃貸ア ていますが、改正法では、二〇一八年度末の建設業 業の許可を受けている業 業」＝一三万三二三業者

総務省はこのほど、2018年住宅・土地統計調査の住宅数概数
集計結果を発表しました。

以内に施行します。

空き家率は 13.6 ％ 2013 年比 0.1 ポイント上昇

躍進
る措置では、設計者であ パートを供給する大手住 三〇〇㎡以上二〇〇〇㎡ 許可業数調査の結果を公 者で、解体工事業に該当 （ 同 二 七 ・ 八 ％ ） が 続 き

月刊 住宅情報誌

る建築士から建築主に対 宅事業者を追加します。 未満の中規模建物（住宅 表しました。

2019 年（令和元年）6 月 1 日（土）

容

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

