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の第３四半期を終え、 した。こうしたトラブ とが多くなり、結果と
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時に、何よりもお客さ とができました。

さに、社員一人ひとり 進んでいるため、素直 感している社員が増え
施工後の安心、つまり事
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美しさと資産価値をよみがえらせる躍進の 外壁塗装 点検・見積は無料

塗装に
加えて

独自のリフォーム提案

で資産価値をアップいたします。

下の集合住宅は、外壁にはシリコン樹脂系塗料を、軒天や破風板などにはウレタン樹脂系塗料

汚れ、褪色、シーリング、浮き、さび、変
形、ゆるみ、腐り、反り → 2 ～ 3 年ごと

保できます。ウレタン樹脂系は、密着性も良く下地によっては細部の塗装に適しています。

塗り替え

仕上がりの美しさは言うに及ばず、同時に住まいやすさを追求したリフォーム提案も実施して

モルタル・サイディング → 5 ～ 7 年ごと

いますので、単なる塗装の範囲を超えて、住宅の資産価値をグンとアップさせています。

水切りの金物の塗り替え → 5 ～ 10 年ごと

つけ、水がオーバーフロー
しても良いように施工し
ています。 他社にはみられない
提案の一つです。

① 高圧洗浄できれいに

② 下地を調整して

○○ビル
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会社

10 年保証でアフターメンテナンスも安心。

埼玉県内で年間 2500 件以
上の防水工事実績を誇る。
調査・見積もりは無料。
お気軽にお電話ください。
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⑤端末シーリングも丁寧に。 ⑥設置物立ち上がりはウレタンで。

株式

信頼の防水工事で
資産価値をアップ
本

社

〒 337-0043

会社

℡ 048-688-3388

営業所

東京

神奈川

躍進

埼玉県さいたま市見沼区中川

106-1

FAX048-680-7615

埼玉

千葉

水戸

土浦

栃木

レタンやシート防水、

社

改修工事

ださい。

信頼の防水工事で
資産価値をアップ
本

○○ビル

改修工事

お問い合わせは躍進

④塩ビシートを丁寧に施工。

埼玉県内で年間
2500 件 以 上 の
防水工事実績を
⑥ 乾燥後ウレタン塗布２層目
誇る。
調査・見積もりは無料。
お気軽にお電話ください。

○○ビル

までお気軽に。

改修工事

10 年保証でアフター
メンテナンスも安心。

⑤ まずウレタン塗布１層目

③絶縁シートを施します。

③ プライマーを塗布

密着工法例

④ 目地等を処理

②しっかり下地を調整。

屋根に太陽光発電を設

①丁寧に高圧洗浄をします。

にも言えます。足場パ

改修工事

きれいな姿でお正月

○○ビル

置するというものです。 外壁塗装を実施してく

複雑な形状にも対応の密着工法
下地コンクリートモルタルに、直接ウレタン塗膜防水材
を施工する露出軽歩行用防水工法です。複雑な形状の屋
根にも、継ぎ目のないシームレスな防水層を形成します。

を迎えられるよう、ビ

⑥ 塗り重ねが出来るのでライフサイクルコストが安い。

ンでは、床下点検から

⑤ 補修などのメンテナンスも容易。

挙動を緩衝する通気緩衝工法
通気マットを下地に貼り付け、その上にウレタン塗膜防
水材を積層する露出歩行用防水工法です。

空気が乾燥している
ックの通年キャンペー
この時季がベスト

コストパフォーマンスが高い（既存防水層による）。

100㎡を超えるような大型物件（鉄骨造やＲＣ造など）の屋上改修工事では、ウレタン
防水やシート防水が主流です。しかし、既存の下地の状況が悪いと、ウレタンでは対応で
きないケースもあります。そこで、
躍進では塩ビシートによる防水をお薦めしております。

足場パックは、文字通 はじまり、秋から冬に

などには持って来いの防水工法です。

既存下地上に通気マットをかぶせてアンカーで固定する
工法です。既存下地を撤去することなく、新たに防水層
を形成します。

り足場を使って行う施工 かけて外壁塗装を行い、 ルや商店をはじめ、ウ

④ 既存防水層を撤去しなくても施工できるため

ウレタン防水では対応
できないような

スラブモルタルの劣化が激しい屋上

① 不定形材料のため複雑な形状や狭隘部分等での施工が可能。 コストダウンが図れる機械固定工法

③ 露出のまま歩行可能。

をひとまとめにした、躍

躍進の 塩ビ シート防水 なら

ウレタン防水

② シームレスだからつなぎ目からの漏水不安はなし。
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⑦施工完了です。
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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）
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太陽熱利用 都 が補助
アイデア五十一件採用

2011年度第3次補正予算が11月21日、成立しました。計上さ
れていた住宅エコポイント制度の再開やフラット35Sの復活に向
け、具体的な手続きが始まっています。
住宅エコポイントについては、来年1月中旬頃から申請受付を開
始する方向で調整中。事業者向け説明会を12月6日の名古屋会場、
宇都宮会場を皮切りに、
全国１３カ所で開催します。
申し込みは受付窓口（電話0120-755-229）または、専用ウェ
ブページから。
住宅金融支援機構（東京都文京区）
は予算成立を受け、
「フラット
35S」
の金利引き下げ幅の拡充措置を12月1日以降の融資分から
適用すると発表しました。
同機構も各地で説明会を実施しています。

３次補正予算、成立

住宅エコポイントなど再開

埼玉エコタウンプロジェクト
電力１００％自活住宅普及促進事業補助制度

埼玉県は、計算上、一般家庭の年間電力使用相当量を賄う
「電力
100％自活住宅」に転換し実証実験に参加する者に対し、予算の
範囲内において補助金を交付します。
受付期間：平成23年12月15日
（木曜日）
まで
補助金額：15万円
（定額 1,000件分予定）
受付窓口：特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉

日本の住宅エネルギー使用

給湯の割合が大

のです。

施工技術や利用法のアイ
デアを募ったところ、六
〇件の応募がありました。
この中から、マンショ
ンなど集合住宅用で十六

しかし、技術の改良が 件、一戸建て住宅用で三

遅れており、本格的に太 十五件の計五十一件の採
バルコニーのガラス手

陽熱利用システムを導入 用を決めました。

した大型マンションは、

反面、給湯と暖房がエ 置する太陽熱パネルなど、

このたび、富士経済（東京都中央区）
は、世界の住宅エネルギー需
要動向の調査結果を発表しました。
調査は、北米、欧州、
アジア・オセアニアの15カ国・地域を対象に
実施しました。
１戸あたりのエネルギー消費量が多かったのは、米国、
ドイツ、
オ
ーストラリア、
イギリス、
デンマークなど。少なかったのは、
タイ、
イ
ンド、中国、台湾、
スペインでした。日本は15カ国・地域のうち多い
順で10番目でした。
用途別では、欧州を中心に、暖房の占める割合が多かったようで
す。また、日本は、他の地域に比べ給湯の占める割合が大きかった
と報告されています。

ヤマダ電機

省エネ住宅販売 全国２６０カ所で

家電量販店最大手のヤマダ電機は2015年3
月期までに、全国約260カ所に省エネ住宅の販
売拠点を設けます。
子会社化したエス・バイ・エルの住宅と省エネ
関連商品を組み合わせ、ヤマダの顧客基盤や店
舗網を活用して販売します。
家電販売市場が縮小に向かうなか、ヤマダは
次世代省エネ住宅「スマートハウス」
に力を入れ
る方針です。
グループのスマートハウス関連の売上高は
2015年3月期までに3000億円を目指します。
販売拠点のうち、約200カ所はヤマダの店舗
で、60カ所程度はエス・バイ・エルの住宅展示場
となります。
ヤマダはまず今期中に約100店でスマートハ
ウスの取り扱いを始め、
順次拡大していく方針です。

このほかに戸建て住宅の
場合は、ベターリビング
のＢＬ部品認定を受けた
ものであること、集熱パ
ネルが屋根一体型や壁一
体型などデザイン性が配
慮されていることなどが
挙げられます。
補助対象者は住宅の販

せん。住宅エコポイント に拡充しました。

不燃化や道路の整備を進

耐震助成
五倍一五〇億円

●都の来年度予算

東京都は先月、二〇一 一億五千万円を求めます。

誘導策を調査する費用に

めるため、効果的な規制・
たり五〇万円を上限とし

ら、経費の半額、一戸あ
ます。

二〇平方メートル以上な

合、集熱器の設置面積が …………………………… ジェクト」では、建物の

ションなど集合住宅の場 が難点だった。

住宅建設業者です。マン のが多く、認知度が低いの えにくい街に変える「木
密地域不燃化一〇年プロ

売、賃貸を行う建築主か、

※太陽熱利用システム
耐震助成の伸びが目立ち
太陽の熱で水や空気を暖 ます。災害時に緊急車両
めて給湯や暖房に使うシス
が通る道路沿いのマンシ
テム。太陽光発電だと、エ
ネルギーの一割しか利用で ョンやビルへの耐震化を
きないが、太陽熱の場合、 来年度から義務付けるこ
四割が利用できる。このた とに伴い、建物への耐震
め、パネルの設置面積が太
化助成に一五〇億円（今
陽光発電より小さくて済み、
都会の狭い住宅でも取付や 年度は三十一億円）を要
すい。ただ、電気に変える
求
しております。
太陽光発電に比べ用途が限
木造住宅密集地域を燃
られ、デザイン的に劣るも

対象システムの条件は、もあわせて利用できます。 防災対策では、建物の

対象とします。

五十一件の新システムを 合していなければなりま 建物の耐震化予算を五倍

億円です。都が採用した が次世代省エネ基準に適 東日本大震災を踏まえ、

同事業を利用するには、二年度予算の各局からの
東京都の補助費用は、
た太陽熱利用の新システ わらず、利用が少ないた に設置したパネルで太陽 られています。
東京都が今夏、新しい 本年度から五年間で二〇 システムを設置する住宅 要求を公表しましたが、
ムを導入する新築住宅へ め で 、 Ｃ Ｏ ２排 出 削 減 や 熱エネルギーを集め、温

太陽熱利用システムは、ネルギー使用の半分を占 デザイン的にも優れたア
太陽熱は、太陽光発電
六日から、住宅メーカ ー
などから公募して採用し よりも効率が良いにも拘 マンションや住宅の屋根 める住宅では効率的と見 イデアが集まりました。

ため、東京都は十一月十 うのは全国で初めてです。あります。

一般住宅の給湯や暖房 の補助事業を始めました。節電による一層の温暖化 都内でも世田谷区に一件 すりと一体化した集熱パ
ネルや、建物の外壁に設
に太陽熱利用を促進する 新システムへの補助を行 防止策につなげる狙いが しかない現状です。

新築戸建
・集合で

一戸当り
50万円が
上限
※受付期間内であっても、予算額を超える申請があった場合は、受付を終了することがあり
ます
（予算額を超えた場合は、
その日に受け付けた申請について抽選を行います）
。
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来年にむけて、集中して経営資源を
投下する事業を絞込みました。

足場パックをはじめ

外壁塗装をはじめ、足場掛けしてできる工事をまと
めて実施いたします。

もちろん御社の「アフター巡廻」のお手伝いもいたします。

株式
会社

躍進

本 社 〒 337-0043 埼玉県さいたま市見沼区中川 106-1 ℡ 048-688-3388 FAX048-680-7615
営業所 東京＝℡ 03-5211-1008 FAX 同 1009 神奈川＝℡ 0446-41-3006 FAX 同 3007 埼玉＝本社と同
千葉＝℡ 04-7162-7734 FAX 同 7735 水戸＝℡ 029-303-1788 FAX 同 1789 土浦＝℡ 029-804-3388
FAX 同 3399 栃木＝℡ 028-652-7307 FAX 同 7308
URL ＝ http://www.yakushin-no1.jp E-mail yakushin-no1@nifty.com
担 当

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）

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
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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

20100928

お問い合わせは躍進ま

防水、屋根、サイディングなどの補修及び塗装工事、
さらにオール電化及び太陽光発電システムもいっしょに
ご提案いたします。

躍進では、現在来期に セーブＨＧ、ＳＳダンパ い住まいづくりとそれを 層のサービスをご提供・

やっぱり床下のチェックは基本です。

として総合提案できるよ たのです。

ここからが足場パック
の「本領発揮」です。

浴室乾燥 床暖房
太陽光発電 ＬＥＤ事業
クールセーブＨＧ
ＳＳダンパー ＶＳＴ

シロアリ対策の床下点検を実施。

床下換気口の設置、土台
の防腐処理、土壌処理等
を実施します。

向けての準備も着々と進 ー、ＶＳＴを、環境事業 サポートする体制が整っ ご提案いたします。

人と環境に
やさしい薬剤を
を使用します。

外壁に見られる色の劣化、クラック、
シーリングの切れ剥がれの点検を実施。

めております。

家全体の劣化情報を取得。
木材保存処理と床下換気設置。

新たな枠組みでより一 でお気軽に。

外壁点検から入るコース

床下点検から入るコース

その一つが、事業の再 うにまとめ、環境に優し

足場パックなら２つのルートからお客さまのニーズを掘り起こします。

⑤ 地盤調査・改良
⑥ 基礎工事
⑦ 環境事業

躍進

編です。これは、今まで

なら余分なコス
トをかけずに総
合リフォームを
実現します。

お客さまの定期点検時にはさまざまな点を確認しましょう！

その他事業

株式会社

携わってきた事業のなか

で、今後はこれからの社

数回にわたる足場掛けのコス
トが１回分に圧縮できます。

足場パック

シロアリ対策の床下点検を実施。

社

会にとって役立つ重点項

床下換気扇

目に事業を絞り込み、よ

足場掛けして
できる工事を
ひとまとめにした

りよい施工サービスを提

リフォームの新提案

躍進がお届けする

③ 塗装
④ シール

本

供するためです。

竹炭

環境事業を再編

防蟻

躍進のリフォームブラ

② 木材保存

ンドである足場パックは

ＦＲＰ ウレタン
シート（塩ビ ゴム）

さらに充実させて参りま

① 防水

すが、これまでバラバラ

足場パック事業

にご提案してきた、浴室

躍進
７つの事業体系の内訳

乾燥、床暖房、太陽光発

電、ＬＥＤ事業、クール

７つの事業で社会貢献します！

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

