主 な 内 容

面 雨漏りのない完璧な屋根を!

台 風 被 害 の浸 水 に は

私の人生において、 の積み重ねが時代を創 ら、人生に悔いない働

平成二十四年十一月二 り、歴史を創ると言え き方とはこのようにす

るのだと導き出し、や

！

九月の台風一五号の暴

い十一月二十八日。ま ます。しかし、不平等 ょう。

日であったかもしれな 不平を言うことがあり 構築していくべきでし

す。本来であれば、命 「時間がない」などの る確固とした働き方を

を

風、十月の台風一九号の

さに人生の分かれ道で だらけの世の中で、最

の 材保護施工
木

豪雨は、関東を中心に、

あり、生還する方角に も平等なのが時間なの これで良いなどという

と も す れ ば 、 人 は りがい、生きがいのあ

十八日は、生まれ変わ ます。

各地で大きな爪痕を残し

足を踏み入れられたの です。一日二四時間は、ような状態はありませ

った二度目の誕生日で

ました。首都圏において

防 蟻
防カビ

は、台風一五号による千

生と死とでは、天と えられた恵であり財産 かなる組織も未完成だ

は本当に不思議です。 老いも若きも万人に与 ん。それは、人間もい

人間も会社組織も、

葉県の広範囲・長期の停

からです。それは、歴

そして時間は、
「命」 史を顧みれば言うまで

地の違いです。私は今、です。
生きがい、やりがいを
人生そのも

住宅業界

我々の

噛み締め、思いっきり に置き換える事が出来 もない事実です。
のを楽しん

では、お

「豊かな

客さまの

でいる日々
に感謝して

笠井輝夫

㈱躍
進
代表取締役

汚泥を排出し清掃して 特に、不要な水分だけで

と平成を翔け抜け令和 です。限りある時間内 った「暮らし創り」と

著第二弾である﹃昭和 う使うかが極めて重要 テーマです。時代に適

これについては、拙 ます。この「命」をど 暮らし創り」が共通の

います。

も、湿気や様々な菌をそ なく不十分な処理が原因

へ﹄に詳細をしたため で、最高のパフォーマ は、それまでのやり方

み頂けましたら幸甚に が、命を使う「使命」 く、時代、歴史を創る

ではないでしょうか。 ものであるべきだと思

存じます。

が人生です。それをど 改革」そのものなので

そこで、お客さまと

一度きりしかない我 それはまさに「生き方 います。
解して、木材を多孔質に

ともに「豊かな暮らし
床下・床上浸水の後処

れは、時代、歴史へと す。それ以前に、「生き ご協力の程宜しくお願

流れそのものです。そ 未だに違和感がありま 実施いたしますので、

そして、人生は時の る「働き方改革」には、このたびアンケートを

世の中で騒がれてい 創り」実現のために、

のように生きるかは、 す。

理をはじめ、適切な防菌

すべて自分次第です。

・防蟻・防腐処理は躍進

繋がります。一瞬一瞬 方改革」を実践しなが い申し上げます。
連絡をお待ちしています。

におまかせください。ご

です。

変化させ強度を下げるの

ヘミセルロースなどを分

は、土台などの木材の主

てありますので、お読 ンスを成し遂げること を模倣するだけではな

躍進
株式会社

成分であるセルロースや

ことになります。腐朽菌

させることになるのです。

は、清掃の後、防菌処理 後処理が及ばないことが シロアリや腐朽菌を発生

生活空間である床上に

防蟻・防腐処理です。

てならないのが、防菌・

業において、絶対に忘れ

こうした被害の復旧作

をもたらしました。

河川の氾濫が大きな被害

電や、一九号による各地
※写真はイメージです。

のままにしておくことで、で、腐朽菌を繁殖させる

大型台風で被災された方々へ

心よりお見舞い申し上げます。

代表取締役 笠井 輝夫

役員一同 従業員一同

頒価：216円（送料込み）
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赤外線漏水調査システムで
雨漏りのない完璧な屋根を!
台風被害で
再び注目！

また、左下下段二枚の
誌面はモノクロである
九月に関東地方を直撃 に雨漏り被害が改善され
した台風一五号の被害の ないというケースは、あ ため、ちょっと分かりづ 写真は、外壁に放水後、
らいかもしれませんが、 表面が乾いてから、サー
なかで、最も顕著だった ちこちで聞かれます。

のが、千葉県で発生した
そうしたお悩みを一気 サーモグラフィ上では、 モグラフィで計測したも
長期の停電と広範囲にわ に解決したのが、サーモ 部屋全体の温度は緑色で ので、下屋の雨どい脇に、
赤外線画像では濃い青色

そして、暖房などで室 が示され、その部分に水

グラフィ法による『赤外 表示されています。

特に、千葉県市原市や 線漏水調査システム』な

たる屋根の損壊です。

内が暖まると赤色に変化 が蓄積していることが確

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！

赤外線は、温度を持つ します。しかし、漏水箇 認できるのです。

鋳造品ではなく

鋸南町、南房総市などで のです。

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

被害に遭われた住民のみ

台風被害による原因不
なさまには、多くの屋根 すべての物体から、その 所は水色で表示されるの
がブルーシートで覆われ 温度に応じた波長分布に です。サーモグラフィ上 明の雨漏りにお悩みであ

トグル制震構法

耐震性がアップ！

ている家に住みながらも、よって、自然に放射され では、中央部分には、水 れば、『赤外線漏水調査シ
施工業者の手配もままな ます。その波長分布を、 色を通り越して、濃い青 ステム』のご利用が最適

ださい。

らないため、長期にわた 色画像として示し、様々 色が示されており、ここ です。躍進までお気軽に
ってこの状態を強いられ な状態を分析する装置が が漏水箇所であることが ご依頼、お問い合わせく
ています。心からお見舞 サーモグラフィです。そ 分かります。
のため、今まで発見でき

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）

多くの屋根が著しく損 なかった雨漏りの侵入口



い申し上げます。

壊していますが、中には も明確に特定することが
サーモグラフィの特徴

軽微な被害に留まった家 できます。
屋もあります。しかし、

微妙な損壊のため、原因 は、広い面積を同時に捉
不明の雨漏りに悩まされ えることができるため、
ている方が多くいらっし モニター上に映し出され
る温度の相対比較をひと
サーモグラフィは、対

そのような中、躍進の 目で分析できます。

ゃると伺っています。
定番商品である﹃赤外線

漏水調査システム﹄に、 象物から離れて温度測定
調査のご依頼、お問い合 ができるため、動いてい

例えば、左下上段二枚

ることができます。

簡単に温度計測・分析す

できない危険なものでも

わせが次々に寄せられて るものや、近づくことが
います。

色画像による温度差表
示で漏水箇所を示す

専門の調査会社が、調 の写真は、天井の一部と
査・補修を何度もくりか 天井と壁の間が漏水して
えしていながらも、一向 いる写真です。
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

ＦＲＰ再施工

処置における最大のポ
イントは、コーキング剤
を奥まできちんと行き渡

レン部分に溜まった枯葉
や塵芥にも注意してくだ
さい。そのままにしてお
きますと、大雨によりオ
ーバーフローを起こし、
バルコニーの劣化を促進
させるのです。

秋冬の定番商品が
本格始動
躍進では、ヒートショ

らせて埋めることです。 ック対策用の浴室換気乾

︑﹁同／換気扇内蔵
元の模様やデザインも考 部屋用﹂

︑﹁同／換気扇連動
前述のように、ドレン 慮し、コーキング剤の充 タイプ﹂
︵右下写真︶をご用意
複雑なクラックの場合 プ﹂

﹁天井取付タイ
部分には「サンドウィッ 填、外壁塗装をします。 タ イ プ ﹂︑
チ工法」を採用し、躯体

の動きに追従して破断、 は、外壁に溝を作ってク いたしました。
冬場の浴室の脱衣所や
も用います。そして、何 トイレ、廊下などで寒さ
過度の収縮により血圧が

また、壁体内への雨水 よりも再発しないように にさらされると、血管の

防水層を保護するトップ 侵入を防ぐクラック︵右 することが重要です。

証期間は一〇年ですが、

スであるＦＲＰ防水の保 す。

躍進のコアコンピタン ひび割れ、剥離を防ぎま ラックを埋める処理方法

様々に
防水効果をアップ

な問題が発生します。

対する悪影響など、様々 ため安心です。

と雨漏りをはじめ躯体に 合、入隅部が四層になる がら丁寧に塗装します。 ﹁同／脱衣室・トイレ・小

ず、雨仕舞が不十分です プコートという手順の場 立たないようにぼかしな イプ／浴室用／防水仕様﹂
︑

台風による被害に限ら ット二層に中塗り、トッ そのうえで、補修跡が目 燥暖房機として、﹁壁面タ

after

天井取付
タイプ

特定保守製品

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。

さらに、雨仕舞の一環と

六五歳以上の方は、た 入浴する習慣のある方な

完璧な雨仕舞と浴室換

とえ健康に自信があった どは要注意です。

としても、入浴時には注

がお好きな方は、脱衣所 外の安心・安全を確保し

ましょう。さらに、高血 気軽に。

と浴室の温度差は一〇度 てください。ご依頼、お

意が必要です。熱いお湯 気乾燥暖房機で、家の内

スマット一層の場合では、菌は、木材の主成分であ してドレン清掃を実施し
立ち上がりの塗膜不足や るセルロースやヘミセル て お り ま す︵ 左 中 写 真 ︶。

でなく、バルコニーのド

以上にならないようにし 問い合わせは躍進までお
が残りますが、ガラスマ 強度を下げます。

入隅・ジョイント部分の ロースなどを分解して、 日常生活での履物による
動きが大きい場合に不安 木材を多孔質に変化させ トップコートの損傷だけ

法」が最大の特徴。ガラ したとおり、特に、腐朽

自の２ＰＬＹ＋ドレン部 シロアリや腐朽菌が発生 クラックの再発はほとん
分の「サンドウィッチ工 します。一面でもご案内 どありません。

もあります。
壁体内に雨水が浸入し、 ﹃ ビュークリ ーンウォール﹄ つながることもあります。などによる突発的な死を 睡眠時無呼吸症候群や不
ＦＲＰ防水は、当社独 そのままにしておけば、 で肉厚な塗装を行えば、
整脈がある方、飲酒後に
引き起こします。

水効果が薄れていること ッシ周りの傷みによって、る高弾性のつや消し塗料 患や脳障害などの事故に 心筋梗塞、くも膜下出血 ある方、肥満気味の方、

写真︶などを怠ると、防 ています。クラックやサ 号一面でもご案内してい り、高齢者の場合、心疾 最悪の場合、急性心不全、圧・糖尿病・動脈硬化の

クラック補修の後、本 急変動し、脈拍が早くな

●電源プラグ（コンセント差込）タイプ

SDG-1200GS

●電源コード（棒端子接続）タイプ

➡
before
コートの塗り直し︵右上 中写真︶補修をお薦めし

特定保守製品

壁面取付タイプ

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル

浴室用モデル

2室 同時換気

BF-861RX
BF-861RXR

涼風暖房機：非防水仕様

涼風暖房機：防水仕様

SDG-1200GB
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完璧な雨仕舞と浴室換気乾燥暖房機で

家の内外の安心・安全を確保！

クレアスライフ（東京都港区）が運営する「不動産投資スクエア」サイトは、
都心の賃貸ワンルームマンションに住む人を対象に物件選びのポイントなど
を調査し、
その結果を発表しました。
1Kタイプの部屋を借りるとき、
「7畳＋大型ウォークインクローゼット」
と
「8
畳＋通常クローゼット」
ではどちらが良いか尋ねたところ、71.8％が「7畳＋大
型ウォークインクローゼット」
を選択。少し部屋が狭くなっても大容量の収納ス
ペースがあった方が便利と考える人が多いことがわかりました。

調査期間は6月1日から30日。都心の賃貸ワンルームマンションに住む142
人を対象に調査を実施しました。

関連会社

株式会社

ファーストアローズ

事

業

内

容

従来は認められなかった

ヤクシンジャパン

用された市町村の住宅を

対象とします。千葉県以

外の市町村も支援を受け

られます。

損害割合二〇％未満一

株式会社

〇％以上の被災住宅とは、

屋根が損壊し雨漏りによ

ＵＲＬ＝ｈｔ
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って使用できない部屋が

〒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

ある状態を想定しており、

本

雨漏りが若干あっても部

屋が利用できる場合は損

害割合一〇％未満になり

ます。一〇％未満の損壊

については防災・安全交

付金が適応されます。

一〇月中に要件詳細を

公表しており、一〇月下

旬より新たな「一部損壊」

の応急処置の受け付けを

開始しています。

※災害救助法は︑損害割

合五〇％以上の全壊や

五〇％未満四〇％以上

の大規模半壊︑四〇％

未満二〇％以上の半壊

に対応していました︒

株式会社

不動産事業

性の把握」については、 葉県を中心に大きな被害

ッチンなしでも良いか”
尋ねると、
95.1％が
「キッチンは欲しい」
と答えました。

五七市区町村が同年度末 をもたらした台風一五号

“部屋が広くなるなら浴槽なしのシャワールームでも良いか”
という質問に対
しては、
76.8％が
「浴槽は欲しい」
と答えました。
同様に、
“部屋が広くなるならキ

までに着手予定であるこ による住宅被害に対し、

政府は一〇月七日、千

によるオートロックや部屋の解錠システム」
（ 38.0％）、
「カーシェアリング」
（29.6％）
と続きました。

関連会社

「一部損壊」を災害
救助法で応急支援

“マンション共用部にあるとうれしい施設・設備”
で最も回答が多かったのは
「トランクルーム」
（45.8％）。
「レンタサイクル」
（44.4％）、
「スマホアプリなど

作成については、約半数 予定です。

賃貸ワンルームマンションは
広さより収納重視 クレアスライフ調べ

ニュ
ュー
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ス・
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製品
品・
・政
政策
策・
・経
経営
営・
・イ
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ンフ
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ン
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102人を対象に、
インターネット調査を実施しました。

同省は、これらの結果 損害割合二〇％未満一〇

調査期間は9月17日から25日。同社が運営する不動産関連の比較査定サイ
ト
「リビンマッチ」を利用しました、持家木造戸建て居住中の20歳以上の男女

のすべてで公表予定であ 査」について、大規模盛 とが分かりました。

続きました。

ることが分かりました。 土造成地がないと判明し

ムやリノベーションをして価値を高める」
（17.6％）、
「売却する」
（14.7％）
と

また、二〇一九年九月 ている地方公共団体を除 を地方公共団体に周知す ％以上の「一部損壊」に

「自宅の価値がゼロに近づくまでに何か対策をしようと思うか」
と尋ねたと
ころ、38.2％が「わからない」
と回答。
「特に何もしない」
（29.4％）、
「リフォー

盛土造成地の安全性を （五〇・九％）の市区町

「持家は資産になる」
と思うか尋ねたところ、
84.3％が
「はい」
と回答しました。

末時点で大規模盛土造成 く一〇五二市区町村のす るとともに、宅地耐震化 対して、災害救助法を適

88.2％にのぼることから、多くの人が「耐用年数＝耐久年数」
と思い違いをし
ているとしています。

（4）

全国 の盛土造成地 の安全性
把握状況 をとりまとめ 国交省

です。国が定めた木造住宅の耐用年数22年に
「納得いかない」
と回答した人が

国土交通省は十月十日、 二〇一九年九月末時点 地があると判明している べてで二〇二〇年度末ま 推進事業の調査費を活用 応することを明かにしま

「耐久年数」
、
これらの区別がきちんとできている人は11.8％にとどまったよう

二〇一九年九月時点にお での大規模盛土造成地マ 地方公共団体は六三七市 でに実施予定です。「ど して、「盛土造成地の安 した。応急支援額は三〇

税務上の減価償却を行う年数である
「耐用年数」
と、
住宅メーカーなどが独自
のテストや判断によって、住宅として使用に問題ないとしている期間である

ける全国市区町村の「大 ップの公表率は七六・二 区町村、大規模盛土造成 の盛土から安全性把握を 全性把握に向けた検討」 万円以内で、二〇一九年

（11.8％）
「
、20年未満」
（10.8％）
「
、60年以上70年未満」
（7.8％）
と続きました。

公表予定時期について 把握するための検討状況 村が同年度末までに着手

に全国一七四一市区町村 規 模 盛 土 の 造 成 年 代 調 よる「盛土造成地の安全

年数の内訳を比べると、
「40年以上50年未満」
「50年以上60年未満」
が共に
21.6％で最多でした。
「30年以上40年未満」
（17.6％）
「
、20年以上30年未満」

規模盛土造成地マップの ％（一三二六市区町村） 地なしは六八九市区町村 行うかを決める計画」の に取組むよう促していく 度以降に災害救助法が適

宅）
は築何年まで住めると思うか」
という質問では、約4割が50年以上と回答し
ました。

公 表 状 況 と 公 表 予 定 時 で、同年三月からプラス でした。

住宅の価値」について調査を実施し、その結果を発表しました。
「自宅（木造住

期」と「盛土造成地の 安 三 ・ 四 ％ と な り ま し た 。

リビン・テクノロジーズ（東京都中央区）
は、10月18日の
「木造住宅の日」
（日
本木造住宅産業協会制定）
に合わせて、持家木造戸建て居住者を対象に「木造

全性を把握するための 検

木造住宅に住める築年数、
約 4 割が
「50 年以上」
と回答 リビン・テクノロジーズ調べ

討状況」をとりまとめて は、二〇一九年度末まで では、第一歩となる「大 予定です。地盤調査等に

公表いたしました。

躍進

月刊 住宅情報誌

2019 年（令和元年）11 月 1 日（金）

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

