面 資産価値アップの名コンビ!!

戸建て

も 管理物件アパート も

躍進では、高弾性のつ

きているサインです。

は躍進 にお任せ
最近では、これまで数

に加えて、管理物件アパ ーンウォール﹄をお薦め

住宅業界では、都心 能）と結びつけられ、 の役割をきちんと果た

の高層タワーマンショ どんどん進化していく しながら、未来型住宅、

ンへの購買力の高まり のです。既に、スマー 未来型生活様式の向か

が、住宅着工戸数を伸 トハウスが、ＡＩ・Ｉ う方向に足並みをそろ

す。そして、原点に立

しかし、新参者がこ ち返れば、未来型住宅、

一方、新築戸建は、 しています。

ばしているようです。 ｏＴ住宅の概念を実現 えていくことが重要で
供給過多にて減少の一

途を辿っている反面、 うした流れに安直に乗 未来型生活様式であっ

ーション市場は緩やか 決して容易ではありま 欠かせないのです。

リフォーム及びリノベ り結果を出すことは、 ても、家の長寿命化は

ではありますが、伸び せん。そこには、余裕

柔らかいのに汚れにく

の特長は、足場掛けして 頼が多くなりました。そ

ています。

かの松下幸之助翁が ルコニーの防水塗装に

がなくなるからです。 床下、外壁、屋根、バ

住まいの要である、

できる工事をひとまとめ して、戸建て、アパート く、塗膜表層にナノビー

こうした様々な住宅

に住まう人の「豊かな 推奨した
「ダム式経営」 加え、木材保存に関し

ター工事

して、そのメインとなる 下のような現象があげら ル架橋によって汚れを跳

うか。一概

暮らし」とは何でしょ とは、経営に必要なヒ ては、定期点検、アフ

工事は、防水と外壁塗装 れます。

を実施せ

かな暮ら

心した豊

に、豊かさ
千差万別、

要なのです。

①外壁を手でこすると手 おり、トップコートが不
屋外環境の厳しい冬が

に粉が付いてくる

来る前に、戸建てもアパ

特に秋は、冬を迎える

です。

までに外壁を塗り替える ②外壁の汚れが目立つ

笠井輝夫

ねば、安

というお客さまが多く、 ③塗膜が剥がれている

http://www.yakushin.jp
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進
代表取締役

すが、やはり「便利」 ト・モノ・金という資 し実現はできません。

多種多様で

といっても、

ね返す強靭な鎧となって

く抑えるところです。そ え時を示す兆候として以 ド。さらに表層はラジカ

にして行い、コストを安 に限らず、外壁の塗り替 ズが配列され汚れをガー

「足場パック」の最大 ートの外装一式工事の依 しております。

ンの真っ最中です。

現在オータムキャンペー 多く手がけてきた戸建て や消し塗料﹃ビュークリ

提案「足場パック」は、

躍進のリフォーム総合 だいております。

外装一式

頒価：216円（送料込み）

住 宅
情報誌

の再施工をお任せくださ
ている

「足場パック」も外装一 ④外壁にひび割れが入っ ートも、躍進に外装一式
式工事の受注を多くいた

「快適」というニーズ 源に、余裕を持って経

が、より追求されてい 営実践する方法です。 勢をどこまでも貫きな

躍進は、こうした姿
もしこれらの症状が一 い。お気軽にご相談、ご
つでもあてはまったら、 依頼を。ご連絡をお待ち

くでしょう。

これが、ＡＩ（人工知

の笑顔喜びのために、

さらには、景気悪化 躍進はチーム一丸とな

ばならないのです。

来の幸せな住まいづく

やはり、自社の既存 りにつながるからです。

ながることをいいます。式経営」なのです。

がインターネットにつ 経営することが「ダム ください。それが、未

まわりのあらゆるもの ように、資金をプ ールし、遠慮なくおっしゃって

ｎｇｓのことで、身の 貯め流量を安定させる す。ご意見、ご要望は

ｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉ に備えて、ダムが水を って取り組んで参りま

ＩｏＴとはＩｎｔｅ

たらしています。

住宅に急速な進化をも が出るようにしなけれ 参加します。お客さま

などの新しい仕組みが、稼働率八〇％でも利益 来型生活様式づくりに

現在、ＡＩ、ＩｏＴ 何かのトラブルに備え、現し、未来型住宅、未

工場を例にとると、 がら、長寿命住宅を実
それは塗り替えの時期が しております。

※写真はイメージです。

笠井 輝夫
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！
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昨年、躍進のリフォ ーム しかし、様々に手が加え お な じ み と な り ま し た
総合提案「足場パック」 られ、天然芝の代替とい 『エレガンストーン』は、
オータムキャンペーンの うコンセプトから脱却し 自然石の無機系素材がベ
である人工芝︵左上写真︶ して注目されてきました。ンス部分に用いるだけで

一環として、夏の定番商品 高級感溢れる品質を確保 ースで、建物のエントラ
天然芝は、目土（めつ なく、戸建て住宅の外壁

塗材﹃エレガンストーン﹄ ち）をはじめ、肥料、芝 にも用いられています。 耐汚染性を向上させるこ

と、自然石調の装飾仕上

本誌はモノクロ印刷で

自然の風合いを活かし とができます。

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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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！

ッケージにてご案内いた の手間がかかり、素人に た意匠性を持ち、壁面を

鋳造品ではなく

︵ 左 下 写 真 二 枚 ︶ と を パ 刈り、養生等極めて多く

しました。今年も同様の は管理がなかなか難しい 多彩に演出します。これ すので︑色合いをはじめ︑

戸建て、集合住宅に限

ご確認ください︒

主な特長は以下の通り。コードならびにＵＲＬで

施工手順は︑右記のＱＲ

ご提案をしたところ、お ものです。しかし、人工 までにたくさんのご好評 全体的な風合い︑さらに
放置しても荒れることも

かげさまで好評を博して 芝はお手入れがほぼ不要。をいただいております
おります。

豪華な自然石調の仕上

らず、資産価値の決め手
となるのはデザイン性の

ォームのお手伝いは躍進

値アップを実現するリフ

無機系素材の使用によ 高さです。そんな資産価

︻耐久性︼

︻超低汚染仕様︼

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

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

超低汚染型のクリヤー にお任せください。お気

トグル制震構法

耐震性がアップ！

︻意匠性︼
まさに、デザイン性確 なく景観も維持されます。
保による資産価値アップ 耐久性も風合いも優れた

いまや自然石調の装飾

自然石調の高級感で
り耐久性に優れます。
デザイン性を確保

プされています。

の名コンビとなりました。ものが数多くラインナッ がりが得られます。

優れた耐久性と
自然な風合いが魅力
人工芝は本来バルコニ
ーの緑、ガーデニングの

下地に用いるものでした。仕上塗材としてすっかり トップを施工することで 軽にご連絡を。

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

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

エレガンストーン
&

今年も人気 人工芝
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資産価値アップの名コンビ!!

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

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 （最高血圧）が一四〇

以

ック対策用の浴室換気乾 過度の収縮により血圧が 意が必要です。熱いお湯 以 上 ま た は 拡 張 期 血 圧

しています︒
それは、
夏季

やはり冬季に疾患が集中

いで二月︑
十二月︑
三月と︑
mmHg

﹁同／脱衣室・トイレ・小部 患や脳障害などの事故に 以上にならないように注 ます。

りました。

◇

イプ﹂
︑﹁天井取付タイプ﹂ 心筋梗塞、くも膜下出血 ・動脈硬化のある方、肥 らぬ間にその状態が長く

中でも寒いところの温度

や浴室、
脱衣所など、
家の

室内においては、トイレ

改めて申し上げますが、

︵左上写真︶をご用意いた などによる突発的な死を 満気味の方、睡眠時無呼 続いてしまいます。そし

差をなくすようにしなけ

引き起こします。

吸症候群や不整脈がある て、心臓病や脳梗塞、脳

冬場の浴室の脱衣所や

しました。

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

天井取付
タイプ

特定保守製品

度変化は、高血圧症や心

気温の低下や急激な温

臓病に多大な影響を及ぼ

そして、血圧が季節に
よって変動することを忘

はヒートショックに要注

入浴前にその都度浴室 れてはいけません。特に

意です。

分の過剰な摂取、肥満や

します。アルコールや塩

高い状態にあるのではな

中には、春から秋にか

アルコールは控えめに

病の敵です。

ゴムホースを指で潰した 冬季になるといきなり血 べきです。過食による体

時と同じように血液が通 圧が上がったりする人も 重増にも気をつけましょ

食事においては、
特に
り難くなり、血圧が上昇 います。そのため、冬季 う。

の血圧コントロールには 塩分を控えましょう。

また、冬季は寒さに対 細心の注意が必要であり、 入浴時もさることなが

するのです。

してください。冬季の朝

また、高血圧症からの、は特に注意が必要です。

そのため、夏季に比較し せん。

そして、冬季の室内に

の機会が増えることで、 による死亡数が最も多か さい。ご連絡をお待ちし

具体的には収縮期血圧 アルコールや塩分摂取量 ったのは一月でした︒次 ております。

状態にあるからです。

く、血圧が持続して高い 新年会などにおいて飲酒 の心筋梗塞などの心臓病 機の導入をお役立てくだ

さらに、年末年始の忘 計によれば、平成十六年 躍進の浴室換気乾燥暖房

それは、一時的に血圧が になってしまうのです。 ります。厚生労働省の統 を確保するきっかけに、

血圧症」の人のことです。担も大きくなり、高血圧 心臓病も冬季に多く起こ おける様々な安心・安全

いうのは、正確には「高 い、血液を全身に送る負 心筋梗塞や心不全などの

一般に、高血圧の人と て肥満傾向になってしま

と思います。

症について考えてみたい をしなくなりがちです。 を心がけなければなりま めますので、同様に注意

今回は、改めて高血圧 する忌避感により、運動 より一層正しい生活習慣 ら、朝は血圧が上昇し始

寒さによって
血管は収縮し
血圧が上昇する

してください。

って、安心・安全を確保 るからです。水の流れる けては高血圧でないのに、摂取し、禁煙は即実行す

浴室換気乾燥暖房機によ ぐために、血管は収縮す

負担が大きいままです。 感じると体温の発散を防 げる大きな要因です。

を移動したりするのでは、 最大の理由は、寒さを が増えることも血圧を上 運動不足も高血圧や心臓

脱衣所にファンヒーター なのです。

をシャワーで暖めたり、 冬場は血圧が上昇しがち

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。

ればなりません。

六五歳以上の方は、た 方、お酒を飲んでから入 出血、腎不全といった余

イプ﹂
︑﹁同／換気扇連動タ 最悪の場合、急性心不全、さらに、高血圧・糖尿病 ないとされますので、知

屋用﹂
︑﹁同／換気扇内蔵タ つながることもあります。意しなくてはなりません。 高血圧症は自覚症状が

◇

のおよそ一・五倍にのぼ

mmHg

イプ／浴室用／防水仕様﹂
︑り、高齢者の場合、心疾 と浴室の温度差は一〇度 上が高血圧の目安とされ

燥暖房機として、﹁壁面タ 急変動し、脈拍が早くな がお好きな方は、脱衣所 （最低血圧）が九〇

高血圧対策・心臓の健康

トイレ、廊下などで寒さ とえ健康に自信があった 浴する習慣のある方など 病を併発するのです。

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

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル
浴室用モデル
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これからの季節の安心・安全確保のきっかけにしてほしい

浴室換気乾燥暖房機と

の金利タイプで「生活費に充てた」
「教育資金に充てた」
「貯蓄（住宅リフォー
同調査は2018年4月から2019年3月に借換を行った人を対象としたも

「知っていた」
と回答しています。
一方、経済対策の認知率については「キャッシュレス決済でのポイント還
元」
が77.6％、低所得者や子育て世帯に
「プレミアム付き商品券が販売され
ること」
は同じく77.6％と低くなっています。実施が予定されている
「自動

ー・コンディショナー」
（57.0％）、
「インスタント食品」
（54.5％）など、日常
的に使用する消耗品や長期保存可能な食品でした。
消費税増収分の使いみちとして、納得感がアップするのは「医療制度の充
実」
（50.3％）
が最も高く、
「公的年金制度の充実」
（45.3％）
が続きました。
同調査はネットエイジア
（東京都中央区）
協力のもと実施されました。

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

賃貸住宅の賃貸借契約

いるのは「ティッシュペーパー・トイレットペーパー」
（61.3％）、
「シャンプ

二〇二一年以降を予定し

増税前の駆け込み購入・買いだめについて聞いたところ、
「しようと思う」
と答えたのは36.8％で、特に女性では42.5％となりました。対象となって

賃貸住宅の賃貸借契約 契約におけるＩＴ重説が

％）
などがあげられました。

書の電子交付に関しては、始まっていますが、売買

えていることがわかりました。増税前後に家計を
「見直そうと思う」
と答えた
のは78％にのぼり、見直す対象として
「外食費」
（49.8％）、
「電気代」
（44.7

宅建業法を改正し、二〇 取引のＩＴ重説は見送ら

増税後の家計について
「非常に苦しくなると思う」
は30.8％、
「どちらかと
いえば苦しくなると思う」
は46.8％で、全体の77.7％が「苦しくなる」
と考

二〇一七年には賃貸借 ています。

車取得税廃止」については18.4％、
「住宅ローン減税を最大13年間受けら
れるようになる」
は17.8％の認知率でした。

長を務めるなど、国土行 書と個人向けを含む売買 二一年以降、早期の開始 れていました。

た。一部商品の税率が8％に据え置かれる
「軽減税率」
についても87.5％が

政に明るい人物です。ま 取引時の重要事項説明書 を目指します。

10月に予定されている消費増税について「知っていた」
のは96.8％でし

不動産に関する説明や 二〇年九月で、実験参加 一三社になります。その

全体では15.5％で、
年代が若いほど恩恵への期待が高いようです。

早ければ二〇二〇年から 運用を開始します。

代の30％が「恩恵を受けられると思う」
と予想していることがわかりました。

売買取引時の重要事項 書の電子交付の実証実験

税時に行われる経済対策のうち
「住宅ローン減税の3年延長」
について、20

た、財務副大臣、第二次 の電子交付（ＩＴ重説）

2019」
（有効回答数＝1200）
の結果を発表しました。
それによると、消費増

安倍内閣では経済産業副 の実証実験が今月から始 説明書の電子交付の実証 の期間は今月から十二月

の男女を対象に実施した「消費増税と家計の見直しに関する意識調査

実験期間は今月から二〇 で、実験参加事業者は一

NPO法人日本FP協会（東京都港区）は9月11日、全国の20代から60代

賃貸住宅の賃貸借契約 始まります。

住宅ローン減税 3 年延長で
「恩恵受けられる」
若年層ほど期待大 日本 FP 協会調べ

動き出す不動産業Ｉ
取引の円滑化や市場活性 事業者は五九社に上りま 後、検証検討会を開催し
Ｔ化 賃貸住宅の電
化を目的としたもので、 す。実証実験の結果を二 てとりまとめを行い、法
子契約と売買取引Ｉ
売買取引時のＩＴ重説は 〇二〇年に検証した上で 改正を進めます。施行は
Ｔ重説で実証実験

のです。
回答数は1000件でした。

氏

ム資金以外）
「貯蓄
」
（住宅リフォーム資金）
」
の順でした。
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なるから」
「返済額が少なくなるから」
「適用金利が上昇し、返済額が増加す
るから」
の順でした。
また、借換による毎月返済額の減少分の使途は、
すべて

（4）

内閣改造

金利タイプ別の借換理由は、借換後のすべての金利タイプで「金利が低く

赤羽氏はこれまで、衆

にそれぞれ減少しました。

国交相 は公明・赤羽

期間選択型」
は41.5％から38.9％、
「全期間固定型」
は19.8％から12.5％

安倍晋三首相（自民党 部卒業後、三井物産勤務 大臣を歴任しています。 まりました。

では、
「変動型｣が38.7％から48.6％に増加して最も多くなりました。
「固定

総裁）は九月十一日、 内 を 経 て 、 一 九 九 三 年 の 衆

ーン借換の実態調査」
の結果を発表しました。借換前後の金利タイプ構成比

閣改造を実施し、国土 交 院 選 で 初 当 選 し 、 当 選 八

住宅金融支援機構（東京都文京区）
は9月6日、2018年度の
「民間住宅ロ

通相に公明党の赤羽一 嘉 回 を 数 え て い ま す 。

民間住宅ローン借換の実態調査

政調会長代理を起用し ま

「変動型」が 48.6 ％で最多に

した。赤羽氏は、一九 八 議 院 災 害 対 策 特 別 委 員 長

躍進

三年、慶応義塾大学法 学 や 、 衆 議 院 国 土 交 通 委 員

月刊 住宅情報誌

2019 年（令和元年）10 月 1 日（火）

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

