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浴室換気乾燥暖房システムに加え

躍進は、この秋の注目
リフォーム商品として、
浴室換気乾燥暖房システ
ムをお届けしております
が、その一番大きな目的
はお年寄りや血圧の高い
人のためのヒートショッ
クの予防です。

躍進

役に立ちます。
床暖房システムを、そ
のまま壁に施したもので
すが、その目的はヒート ればよいのです。そのた
ショック対策であるため、め、施工面積もパネル一
脱衣する場所、トイレな ～二枚分で済みますので、
ら用を足す場所が、きち ランニングコストも非常

編 集・発行人

躍進
株式会社

を持って撤退するべき

強みは、目標達成に なのです。消費者が求

躍進では、事業拡大 分析項目なのです。
構造の「ＳＷＯＴ（ス

の特質、弱みは、目標 売りしていないかを客

ワット）分析」を実践 貢献する組織（個人） めていないものを押し
しております。

ＳＷＯＴとは、強み 達成の障害となる組織 観的に確認し、受け入

の strength
、弱みの we（個人）の特質、機会 れられない事業は止め
、機会の opporは、目標達成に貢献す なければなりません。
akness
、 脅 威 の threatる外部の特質、脅威は、 もちろん、失敗は成
tunity

ら学んで本当に評価さ

強みが機会に触れた れるものを新たに生み

外部の特質です。

の、頭文字をとった造 目標達成の障害となる 功の母として、そこか
語です。
これらは、筋肉質の

ンチャー

経営、つまり黒字体質 とき、その特性を大い 出していくのです。ベ

新事業も

同時に、

つです。

の経営を実

また、夏場は浴室換気

こうした対応は、ま

を押さえ、問題点を解

家庭内でヒートショッ

に触れたときは、勇気 長の早道となるのです。

しかし、弱みが脅威 決することが、自己成

上げます。

事業のチャンスを作り その後、座学で裏づけ

かして脅威を取り除き、って体験的に覚えます。

ときは、その長所を生 ず実践で動くことによ

強みが脅威に触れた

なければなりません。 ります。

に触れたなら、克服し 識するチャンスでもあ

しかし、弱みが機会 ないかと、自分を再認

一人よがりになってい
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現し、事業

弱み

㈱躍
進
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そのひと

強み

もちろん、多室同時換

に生かすべきです。

拡大の目標
を達成する

それには、浴室換気乾

ための必須

ます。

http://www.yakushin.jp

るようにお薦めしており きに、壁暖房は大いにお

置して、万全の体制をと トイレだけを手がけると

が、さらに、壁暖房を設 リフォームで、脱衣所や

燥暖房システムはなくて を同時に換気乾燥暖房す

浴室と脱衣所やトイレ

壁暖房を設置して
より万全な対策を

ヒートショック対策

はならないアイテムです るシステムもありますが、

ABF-512SR 天井取付タイプ

んと寒さから守られてい に軽くて済みます。

撤退する
克服する
（Ｗ）

脅威を取り除いて
事業のチャンスを
作り出す
事業を
伸ばす
（Ｓ） チャンス

脅威（T）
機会（Ｏ）

も安心して用が足せます。気代が節約されます。

かせください。

しておけば、冬の深夜で を一時間程度すれば、電 ライフ提案は躍進におま

壁暖房だけスイッチオン ら仕上げとして乾燥運転 の安全対策と快適なバス

プしても、トイレなどは 洗濯物を半乾きにしてか 三倍に上るのです。浴室

よく、浴室乾燥をストッ 運転を四～六時間して、 数は、交通事故死者の約

気システムと併用しても 乾燥暖房システムの涼風 クによって亡くなる方の

脱衣所やトイレの壁面の一部に壁暖
房を施せば、より確実なヒートショ
ック対策になります。

頒価：210円（送料込み）

笠井 輝夫
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₂面 クールセーブHGはこんなに違う
₃面 液状化対策に5年で1000億円
₄面 水系ファインコートシリコン
月 刊

2011 年（平成 23 年）11 月 1 日（火）

躍進
月刊 住宅情報誌
（1） 第 107 号

躍進 の
フレッシュマン

田中淳也

（2）

リノベーション

足場パックＲの一押し商品
クールセーブＨＧは
こん
となに

類似製品

反射
5.2％

結露抑制の効果はほとんどない。

透過日射熱量
30.4％

吸収
64.4％

再放熱量
42.0％

除去熱量47.2%

再放熱量
22.4％

流入熱量52.8％

既報一〇四号から一〇 一年を通して温熱電気エ 吸収し、内外温度差によ の性能は一目瞭然です。

日射
100％

お問い合わせは躍進ま

冬期効果
②
結露の発生

（ガラス厚3㎜）

六号においてご案内して ネルギー（エアコン等の り屋外へ日射熱を再放出

遮熱コーティング層が室内外の温熱環境
セパレーターの役割を発揮し、冬期及び
夜の結露作用抑制の効果を発揮する。

クールセーブHGコート
太陽エネルギー
100％

きた温熱電気エネルギー 空調用エネルギー）を約 し、室内への流入熱量を でお気軽に。

直射光を反射し室温への熱の吸収
を妨げるとともに、環境セパレー
ターの効果がないことにより、室
内温度の外部流出があり実働電気
エネルギー抑制にならない。

を削減するガラスコーテ 二〇％以上削減する効果 減少させるからです。ま

直射光をガラス材料内に吸収し、外部へ
再放出することで、エアーバリアができ、
冬期効果
室内温度の外部流出を抑制し、エアコン
①
等の効果を上げることで実働電気エネル
ギー削減に反映される。

ィングシステム「クール を、実験で得ています。 た、紫外線吸収能力によ

温熱環境セパレーターの役割はほ
とんどないため、エアコン等の効
果を見込めない。

それは、クールセーブ り室内への紫外線透過率

夏期効果
（夜間）

違う！

セーブＨＧ」は、既存建

コーティングが温熱環境セパレーターの
役割を行い室温の外部交換を抑制し、
エア
コン等の実働電気エネルギーを抑制する。

築物のシングルガラスに ＨＧが「熱線吸収型遮熱 を一％以下に減少させま

クールセーブと同じ。

左表のように、熱線反

直射光を室内に透過させない効果で輻射
熱の発生を抑え室温上昇を抑制するため、 夏期効果
（日中）
エアコン等の効率を上げ実働電気エネル
ギーの削減に反映する。

塗布するだけで、単層ガ コーティングシステム」 す。

夏場及び日中のみの効果しか得ら
れない。

ラスが複層ガラスと同じ だからです。

総評

これは、金属酸化物に 射型遮熱コーティングシ

夏場、冬場、日中、夜間のオールタイム
で効果を発揮する。

熱線反射型遮熱コーティング

断熱効果を得られること

クールセーブ（熱線吸収型）

になり、夏季はエアコン より、日射熱をガラスが ステムと比較しても、そ

■クールセーブ
（熱線吸収型）と熱線反射型遮熱コーティングとの比較

等の空調をしなくても約

三℃室温を下げる効果を

また、冬季はコーティ

発現します。

ングが温熱バリアーとな

り、室温の外部流出を防

ぐ効果も発揮するため、

興味をもっていたので、

躍進に入社いたしまし

た。

現在は主に、防水工

事の現場に従事してい

ますが、ディティール

を丁寧に施工すること

を心がけております。

何も分からない状態

態の毎日ですが、何で

も覚えたいと「一現場・

であるため、手探り状

はじめまして、九 月 一 成 長 」 の 精 神 で 取 り

に入社いたしました 田 組 ん で お り ま す 。

趣味は野球で、中学・

本年七月に通って い 高 校 時 代 は 野 球 部 に 所

中淳也と申します。

た大学を中退し、以 前 属 。 ポ ジ シ ョ ン は サ ー

より建築現場の仕事 に ド で し た 。
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再活と
「ビル守り」
はおまかせください。
再生・活用

不動産の資産価値を高めるための
総合プロデュースを担う
「コラボレーションシステム」
設 計 事 業 設計

株式会社

ヤクシンジャパン

〒３３７─００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６─１

商業施設・プロデュース インテリアコーディネーター

不動産事業 不動産売買・仲介・リニューアル
（プランニング・施工） 不動産再活（再生・活用）
コンサルティング業務（資産価値の最大化、相続対策、資産運用、事業承継対策、
M&A、住宅ローンアドバイザー、不動産管理）
ファイナンシャルプランニング

048─688─6111 048─680─7615

提携先 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ、
ＡＦＰ）

針を固め、二十一日閣 議

トを三割以上抑制できる

利点もいかし、年間一五

ＮＥＣ 住宅用蓄
電池で二〇年寿命

自動車や電機大手は、

〇棟の施工を見込みます。蓄電池の性能向上に注力

戸建て住宅の地盤改良 していますが、ＮＥＣは

ウムイオン電池を開発し

しかし、東日本大震災 ました。電解液の成分も

料金の安い深夜電力を

すると予想されています。に延ばし五年後の実用化

杭の長さを従来工法の …………………………… を目指します。

技術を開発しました。

め込み地盤を補強できる 液状化対策の需要が拡大 が、寿命をさらに二〇年

殊な鋼管の杭を地中に埋 を検討しており、今後は 存の電池は七～八年です

同で、先端を細くした特 情報提供を徹底すること なく使える計算です。既

友林業は新日本製鉄と共 液状化のリスクに関する で、十三年間はほぼ問題

は躍起になっており、住 購入を予定する消費者に ためて日中に使う利用法

ーカーでも液状化対策に 制度などを活用し住宅の

これに対して、住宅メ きました。住宅性能表示 能を実現しました。

も受注を狙っていきます。の液状化対策を重視して 電を二万回繰り返せる性

り、分譲済みの住宅街で 以後、国土交通省も宅地 調整、発熱しにくく充放

る方針を明らかにしてお

小規模な工事でも獲得す せんでした。

の需要が伸びているため、には重点分野ではありま 度のマンガンを使うリチ

て住宅の液状化対策工事 〇億円程度とされ、大手 比べ価格が二〇分の一程

ゼネコン各社は、戸建 工事は市場規模が一二〇 電極に従来のコバルトに

住宅メーカーも
液状化対策に

す。

制度の新設を決めていま 果があるとされています。発注する制度も創設し、 半分以下にしても強度は
〇〇〇億円を投入する 方 後 押 し し ま す 。
被災者が自宅の地盤を改 個人負担の軽減に努めま 同じといわれます。コス
三次補正では自治体の した。

省エネ性能の高い住宅や長期優良住宅などを対
象に、優良住宅取得支援制度「フラット35S」
の金利
引き下げ幅を拡大するための費用が2011年度3次
補正予算案に盛り込まれました。
具体的には、現行のフラット35Sの省エネルギー
性基準（省エネルギー対策等級4）
を満たす住宅を対
象に、当初５年間の金利引き下げ幅を通常の0.3％
から、東日本大震災の被災地については1.0％に、被
災地以外の地域については0.7％にそれぞれ拡充し
ます。
また、
現行で2012年3月末で終了予定の0.3％の
優遇期間の延長措置も、省エネ性の高い住宅につい
ては継続します。
実施期間は、
補正予算成立日から1年程度。
計上額
は159億円となります。

良する場合、費用負担の
国土交通省によります

軽減につながります。

援は最小限にするべきだ 受けました。最も多かっ

私有財産に対する国の支 の住宅が液状化の被害を

検討しました。しかし、 県で、約二万七〇〇〇件

た宅地を補助する方向で 東、東北地方などの九都

政府は当初、液状化し と、東日本大震災で、関

・新
新製
製品
品・
・政
政策
策・
・経
経営
営・
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五年 で
一〇〇〇億円

液状化
対策に

被災地の住宅周辺の地盤強化

との意見が強く、住宅周 たのは千葉県で、一万八
また、政府は自治体の

地盤強化事業に対し国が 辺の地盤強化に切り替え 七〇〇件に上ります。

このうち、事業費一〇 半額を負担します。これ たというのです。

政府は一〇月十八日 、 決 定 い た し ま し た 。
東日本大震災で液状化 被

住宅周辺の地盤を強く 事業に合わせ、住宅一〇
害を受けた千葉県浦安市 〇億円を二〇一一年度第 まで液状化被害に対して
などの住宅周辺の地盤強 三次補正予算案に盛り込 国が補助する仕組みがな すれば、地震による宅地 戸以上の所有者が共同で
化事業に、集中復興期間 み、自治体による道路や く、政府は三次補正予算 の揺れが少なくなり、液 希望すれば、住宅と周辺
である今後五年間で計一 公共施設の液状化対策を 案の編成に合わせて補助 状化が起きにくくなる効 の公道の地盤改良を一括

省エネ住宅のフラット35S
金利引き下げ幅拡充

３次補正予算案

３次補正
100億円

既報106号（平成23年10月号）
にも記載した住宅エコポイ
ント復活ですが、10月21日に閣議決定された2011年度3次
補正予算案に計上された住宅エコポイント制度では、耐震改修
に対する補助として15万円分のポイントを別枠で加算する措
置を設けることになりました。
エコリフォームの通常補助の上限30万円分と合わせて最大
で45万円分の補助が受けられます。制度の開始時期は調整中
で、対象期間は1年間を想定しています。
住宅エコポイント制度は省エネ性能の高いエコ住宅の新築
や、断熱改修（エコリフォーム）
に対してポイント制（1ポイント
＝1円相当）の補助を行い、住宅の省エネ化を推進する制度で
したが、
予算の消化にともない今年7月末で終了していました。
今回の制度再開にあたっては内容を一部見直しています。
エ
コリフォームについては、省エネ改修（バリアフリー、省エネ設
備設置を含む）
に関連するポイントの発行額上限は従来どおり
30万ポイントで変わりませんが、
エコリフォームと同時に耐震
改修を実施する場合、別枠で15万ポイントを加算します。
また、
発行対象にリフォーム瑕疵保険の加入を追加。
リフォーム瑕疵
保険に加入した場合、一律1万ポイントを発行します
（省エネ改
修上限30万ポイントの範囲内）
。
新築に対するポイント発行額は、被災地は1戸あたり30万ポ
イントを維持しますが、
その他の地域は15万ポイントと従来の
半分にします。太陽熱利用システムを設置する場合の2万ポイ
ント加算は継続します。
ポイントの交換については、ポイント利用の2分の1を「被災
地産品」や義援金など、被災地の復興に関連するものに限定し
ます。
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住宅エコポイント 最大で45万円補助
耐震改修に別枠で加算
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躍進の総合リフォーム提案
「足場パック」のオータムキャンペーン第2弾!

高耐候性アクリルシリコン樹脂系塗料

躍進の総合リフォーム 表面の親水性と自浄作用

提案「足場パック」オー （汚れを雨で落とす機能）

優れた密着性能で、各

タムキャンペーンの第二 で汚れを防ぎます。

弾は、高耐候性アクリル

シリコン樹脂系塗料『水 種下地に直接塗装ができ

期短縮が可能です。

お問い合わせは躍進ま

系ファインコートシリコ るので、下塗りが省け工

ン』です。

耐候形一種相当の高耐

つや消し高弾性外壁塗料

ビュークリーン
ウォールも
ますます好評

躍進がお届けしている

高弾性のつや消し湿式外

壁塗料『ビュークリーン

ウォール』も好評を博し

ております。柔らかいの

に汚れにくいという独自

の構造を持っており、塗

膜表層にナノビーズが配

列され汚れをガードし、

表層はラジカル架橋によ

って汚れを跳ね返す強靭

な鎧となっており、
トップ

コートを不要にしました。

候性を誇り、高性能の塗 でお気軽に。

さらに、防藻・防カビ

膜で壁面を守ります。

効果も優れ、高い透湿性

能によって内部結露を防

ぎ、室内の湿気を水蒸気

として外部に逃がします。

透湿性設計の建物に最適

低汚染性も高く、塗膜

な塗料といえます。

水系ファインコートシリコン

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。

躍進
では

数々の商品を常時
取り揃えております︒

工 事 事 業 防水 木材保存 外壁・屋根 塗装 地質調査・改良
提 携 先
基礎・スーパーエアドーム工法 建て方・大工
弁護士／公認会計士／税理
リニューアル・リフォーム オール電化 太陽光発電
士／司法書士／ファイナン
営業所の所在地
プレカット事業 プレカット 建て方 大工工事
シャルプランナー〈ＣＦＰ・ＡＦＰ〉
設 計 事 業 設計 商業施設 インテリアコーディネーター
（プランニング・施工）
不 動 産 事 業 不動産売買・仲介 不動産再活（再生・活用）・リニューアル
ファイナンシャルプランニング コンサルティング業務（目的／資産価値の最大化／
相続対策／資産運用／事業承継対策／Ｍ＆Ａ／住宅ローンアドバイザー／不動産管理）

株式会社
本

社

躍進

躍進

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
躍進

検索

をクリックして下さい。

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１

048-688-3388 048-680-7615

東 京 〒１０２-００７２ 東京都千代田区飯田橋２-４-５共立ビル９F
営業所 03-5211-1008 03-5211-1009

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、水戸、土浦、栃木、仙台

ＵＲＬ＝ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｙａｋｕｓｈ
ｉ
ｎ.ｊ
ｐ Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ＝ｙａｋｕｓｈ
ｉ
ｎ-ｎｏ１@ｎ
ｉ
ｆ
ｔｙ.ｃｏｍ

仙台（営）
T E L.022-781-3288
FAX.022-781-1066

東北地区もエリアにおさめ
「百年企業」としての
機動力を確保！
栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

関連会社

株式会社

ヤクシンジャパン

本社 埼玉
（営）
T E L.048-688-3388
FAX.048-680-7615
T E L.03-5211-1008
東京
（営）
FAX.03-5211-1009
T E L.0466-41-3006
FAX.0466-41-3007
神奈川
（営）

水戸（営）
T E L.029-303-1788
FAX.029-303-1789

土浦
（営）
T E L.029-804-3388
FAX.029-804-3399
千葉（営）
T E L.04-7162-7734
FAX.04-7162-7735

