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平成 24 年度のスローガンは

「実践の
『学』
『行』
で、
『技術力』
『人間力』
を磨き、増収増益」
です。

事に必要な知識を身につけることを第一と考え、今

「学」とは、生涯学習です。常に向上心を持ち、仕

日の自分より明日の自分と、成長し続ける戦いをし

ていかなければなりません。

「行」とは、学んだことを即行動に移すことです。

まさしく知行合一の精神です。すべての結果の証

明は、
行動を起こしてから始まるのです。

この「学」と「行」は、学業の二道であり、両輪でな

ければなりません。この２つが合致してこそ、お客

様からの評価や信頼が頂けるのです。
（年頭所感より抜粋）。

躍

笠井輝夫

進

謹賀新年
本年も宜し くお願い申し上げます ︒

株式会社

代表取締役社長

年頭のご挨拶の前に、昨年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による

東日本大震災で被災された方にお見舞いを申し上げ、亡くなられた方のご冥福を
お祈り申し上げます。

躍進の平成二十四年度のスローガンは
「実践の『学』『行』
で、
『技術力』『人間力』を
磨き、増収増益」
です。

人生の柱となるのは「立志」です。志を高く持ち、目的を明確にし、目標を掲げ、

日々前進することが大事なのです。そして、仕事の柱となるのは
「学」「行」
です。

「学」
とは、生涯学習です。常に向上心を持ち、仕事に必要な知識を身につけるこ

とを第一と考え、今日の自分より明日の自分と、成長し続ける戦いをしていかなけ
ればなりません。

「行」
とは、学んだことを即行動に移すことです。まさしく知行合一の精神です。

すべての結果の証明は、行動を起こしてから始まるのです。

この「学」
と
「行」は、学業の二道であり、両輪でなければなりません。この二つが

昨年同様、
今年のスローガンにも実践という言葉を掲げています。

合致してこそ、お客様からの評価や信頼が頂けるのです。

実践は躍進のすべてにおける鉄則です。自己革命と自己成長への挑戦は永遠に

続くのです。それは実践なくしてはありえません。この挑戦こそ、生きている証

そして、学んだことは次のような流れで生かしていくのです。

であり、
喜びなのです。

一、
躍進マンは、
一人ひとりが社長の代行。
↓
二、
会社の思想・哲学及び社長の意思を継ぐ代弁者となる。
↓
三、
会社の中の第一人者たれ（躍進マンの手本になれる人間）。

ここで言う社長の代行とは、社長の代わりに仕事をしなさいという事ではあり

ません。社員一人ひとりが経営理念の旗を高く掲げ、社長の意思を継いで各自の

ポジション（役割）の中で使命責務を果たすことです。そして、意気揚々と輝いて

日々成長している姿こそが、会社の中の第一人者であり、周囲の人達に良い影響

（勇気、
希望）
を与えられる躍進マンの手本となる人間になりなさいという事です。

このような形で、躍進は、本年も各自が「学」「行」
を実践し、成長してまいります。

平成二十四年

元旦

そして、
みなさまとともに、今年も大勝利の輝かしい一年にしてまいりましょう。

躍進
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平成24年度の重点項目 その①

足場パック事業

トリンを
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インナップ。

施工精度には自信と実績があります。

水

もちろん 10 年保証でアフター
メンテナンスも安心です。

防

一剥離が起きても漏水になりません。

特に、ＦＲＰ防水は、

脂系のドレーンを用いれば、ドレーン内で万が

塗
装

資産価値アップの要

表層の硬質ナノ被膜が

トップコートを不要にし

ました。塗膜表層にナノ

足場パックのキャンペ ビーズが配列され汚れを

備えるためです。

躍進では、高弾性のつ

や消し塗料『ビュークリ

ーンウォール』をお薦め

しております。柔らかい

のに汚れにくいという独

２ＰＬＹを標準施工とし、

破断、ひび割れ、剥離を防ぎ、ポリエステル樹

躍進のコアコンピタンス

を採用していますので、躯体の動きに追従して

躍進独自の総合リフォ ドレンまわりには「サン

脂で包み込むサンドウィッチ工法

ーム提案「足場パック」 ドウィッチ工法」を用い ーンは、四月の床下点検 ガード。さらに表層はラ

ン + ガラスマットと挟み込み、さらに樹

のメインは、躍進のコア 下地、ガラスマット、ド にはじまり、秋口には外 ジカル架橋（紫外線効果

ドレーンも下地 + ガラスマット + ドレー

コンピタンスであるＦＲ レン、ガラスマトットと 壁塗装を提案します。冬 による反応）によって汚

替えることで、壁の痛み なっており、トップコー

隅部が４層になるため安心です。

Ｐ防水をはじめ、商業ビ 四層に挟み込み、樹脂で が来る前に、外壁を塗り れを跳ね返す強靭な鎧と

ルや集合住宅などの、大 包み込みます。

躍進

自の構造をもっている湿

の重要なファクターです。

塗装の際に、当然シール

は施されますが、シール

◇

を修繕し、厳しい季節に トが不要なのです。

株式
会社

式外壁塗料です。

シール

躍進の隠れたヒット商品

◇

このように、足場パッ

「御社ではシールをや だけの処置でも、その他

これは、躍進が防水の

スペシャリストというだ

けでなく、外壁塗装にも クは、平成二十四年度の

多くの実績を残してきた 重点項目である「七つの

ために、シールに関して 事業体系」のうち、四つ

様々なノウハウを持って を占めるメイン事業です。

住宅の長持ちと資産価

これも、住宅の定期点 値アップには、足場パッ

いるからです。

検・修繕には欠かせない クをご利用ください。お

項目であり、足場パック 問い合わせは躍進まで。

型物件の

リフォー

ムに用い

20100928

られるウ
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レタン、

お気軽にお電話ください。

２ＰＬＹならガラスマット２層に中塗
り、トップコートという手順の場合、入

⑤ ガラスマットと樹脂を施工

躍進

調査・見積もりは無料。

不安が残りますが…

④プライマーを塗布

被害木材を指で押すと繊維状に。

経験豊富な専門業者である弊社をご利用下さい。

完全２ＰＬＹを実践する
ことにより、確実な強度
と耐久性が確保されます。

隅・ジョイント部分の動きが大きい場合に

ドレーンの下にもガラスマット ③パテ処理を行う

て分解して栄養にします。

Plastics

ガラス
マットを２層
に重ねます。

１ＰＬＹだと、立ち上がりの塗膜不足や入

②

ス、リグニンを、酵素によっ

①丁寧に面木を打つ

るセルロース、ヘミセルロー

35℃）です。

リグニンまでも分解。

株式
会社

養

木材の３大構成要素であ

～ 50℃（特に 15 ～

水（塩ビ

栄

温 度

育成できる温度は０

③ 複雑な形状の下地にも対応でき仕上がりも良い。

⑨側溝部分もムラなく ⑩中塗りから仕上げへ

広葉樹を好んで腐朽。
木材中のセルロース、ヘミセルロースだけでなく、

② 防水層が壊れにくくシームレスだから継目からの漏水もない。

⑧樹脂層が完成

白色腐朽菌（カワラタケ、ヒイロタケ、イチョウダケなど）

① 弾性系のため他のプラスチック材に比較して強度が高い。

⑦丁寧に空気を抜く

被害木材を指で押すと粉状に。

⑥２ＰＬＹ施工

木材中のセルロース、ヘミセルロースを分解。

Reinforced

イ

だから安心！

ＦＲＰ防水の特徴

針葉樹を好んで腐朽。

・ゴム）

木材腐朽菌が活性化します。

も各種ラ

成します。

Fiber

ラ

完全２ＰＬＹ

する薬剤を用いているた

材強度にも大きな影響を及ぼします。

欠です。

率が 25％以上で育

木材保存

％以上、木材の含水

育成には酸素が不可

2500 件以上の実績を誇る
まさに躍進の大看板 ベランダやバルコニーに最適な ＦＲＰ防水

埼玉県内で年間

プ

め、人に優しく蟻に厳し

分泌して、木材組織を破壊します。木

褐色腐朽菌（オオウズラタケ、ナミダタケ、イドタケなど）

酸 素

大気中の湿度が 85

い効果を与えます。

木材腐朽菌は、木材を分解する酵素を

水 分

健全な床下で長持ち住宅に

そして、意外に見落としてしまうのが腐朽菌除去なのです。

また、不要な水分によ

シロアリと腐朽菌被害を確認。

家全体の劣化情報を確認し
総合的な木材保存処理を実施。

人と環境にやさ
しい薬剤で土台
の防腐処理、土
壌処理等を実施
します。

躍進は毎年四月より

住宅の劣化を確認するには床下点検が基本です！

「足場パックスプリング って繁殖する木材腐朽菌 ってくれるの」「躍進さ の施工項目と合わせ、足

床下点検をお手伝いさせて下さい。

キャンペーン」を開催し を発見し防腐措置を施し んにシールを頼みたいん 場パックの提案としてお

躍進ならす
べ て を 解 決 まずは
いたします。

ております。床下点検か ます。竹炭マット、床下 だけど」という特命工事 届けすることもできます。

シロアリと腐朽菌

ら入り、活動が活発化す 換気扇なども敷設し、床 をいただいております。

床下には家の「問題情報」がいっぱい！

る四月にシロアリの出鼻 下の調湿も行います。

を挫くた

めです。

防蟻薬

剤には除

虫菊から

抽出した

天然ピレ

主成分と

木材保存の大敵

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）

●贈与非課税を
延長・拡充
住宅の購入時に祖父母

日未明、二〇一二年度税 加え家庭での省エネも注 ンや給湯器などを設置す 減税期間十年間の合計で、減らして住宅購入を促す
制改正大綱を閣議決定い 目されていることから、 るなど、国土交通省が定 一般住宅より百万円多い ことで、経済効果も同時
従来の住宅ローン減税よ める基準に適合した省エ 最大四百万円となります。に狙うというものです。
たしました。
新制度は二〇一三年末
現行制度は贈与税の基
その中で、省エネ性 能 り も 控 除 限 度 額 を 引 き 上 ネ 住 宅 で す 。

杉並区の全域で住宅不燃化対策

燃化対策に取り組みます。

東京都杉並区が来春から10年計画で、区全域での不

えを促し、区の不燃化率を、10年後には現在の44％から

今回の計画では、不燃化対策を施した住宅への建て替

60％に引き上げようという内容です。

道路から小中学校に通じる道路約100路線に隣接する

対象は、①66カ所の小中学校に隣接する住宅、②幹線

住宅で、合計１万2千棟に上ります。

リートなどの「耐火建築」にする、②耐火ボードを壁に入

これらの住宅を来春から10年間で①鉄骨・鉄筋コンク

るというものです。

れるなどの
「準耐火建築」
にする際の工事費を区が助成す

で100万円程度の見込みです。但し、用途地域などで既

助成額は今後詰めますが、
「耐火」
で数百万円、
「準耐火」

原発事故による電力 需

します。

ＨＥＭＳ補助金 環境共創イニシアチブが
実施団体に決定

2011年度3次補正予算で実施する「エネルギー管理システム
導入促進事業費補助金（ＨＥＭＳ）」の実施団体が、一般社団法人
環境共創イニシアチブ（東京都中央区）
に決まりました。現在、実施
に向け準備を進めています。
同補助制度は、家庭用エネルギー管理システム「ＨＥＭＳ」
を対
象にしたもので、設置者に対して定額補助を行います。
機器の対象は、現在、市場に流通し始めている家庭のエネルギ
ー使用状況を「見える化」するタイプの製品ではなく、外部機器と
接続して一定の運転制御を行うタイプです。
設置者の募集の前に、補助対象候補機器の募集を行い、条件を
満たしたものを登録する方式を想定しています。
一般の設置者の募集は2月をめどに開始したい考えです。定額
補助としますが、補助額については、登録機器の価格水準を考慮し
て設定するとしています。

ＨＥＭＳ標準規格に「エコーネット ライト」

また、経済産業省は昨年12月16日、
「ＨＥＭＳ」
の統一規格策定
に向け、人と環境に調和した、豊かな21世紀の社会を実現するた
めに1997 年に設立されたエコーネットコンソーシアムが管理・
開発する「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ
（エコーネットライト）」を標
準的なインターフェースとすることで、メーカー各社などの合意
を得たと発表しました。
同日開かれた第2回「スマートハウス標準化検討会」
で決まった
ものです。検討会の最終取りまとめは本年２月の予定ですが、夏の
節電対策に向け、メーカー各社の開発スケジュールにあわせ中間
とりまとめとして公表しました。
「エコーネットライト」
は家電や住宅機器、
エネルギー機器（太陽
電池、蓄電池、燃料電池など）
の仕様がほぼ策定済みの状況にあり
ます。
また、電気自動車向けの仕様についても自動車業界との検討
を開始しており、今後順次策定していきます。
国は、同規格を今後実施していくＨＥＭＳに関する補助制度の
条件としていく方針。同規格は、
これまでエコーネットコンソーシ
アムの会員にのみ公表されてきました。
ＨＥＭＳやスマートハウス
産業の活性化に向け、同規格を公開することも決まりました。

課税枠は今と同じ一千万
円に据え置くものの、一
三年は七百万円、一四年
は五百万円と徐々に減少

国土交通省は、二〇一 は四千八百億円減と過去

具体的には、課税標準

とにしました。

れ、軽減特例を見直すこ

い総務省の要望を受け入

固定資産税収を確保した

この制度を利用すると試 込みです。地方自治体の

地価の高い市街地など

の固定資産税（市町村税）額の上限を本来の八〇パ

総務省は、この特例措

置の廃止により、全国で

全国的に地価の下落傾 五百億円程度の増税にな

す。

年は千二百万円、一四年 度は固定資産税の算定基

枠は、千五百万円、一三 向が続く中、二〇一二年 ると試算しています。

二〇一二年中の非課税

でいます。

せする拡充策も盛り込ん 地では実質増税となりま

非課税枠を五百万円上乗 これにより、一部の住宅 一四年度に全廃します。

震性に優れている場合、 一四年度に廃止します。 〇パーセントに引き上げ、

得する住宅が省エネ・耐 〇一二年度から縮小し、 度と一三年度に上限を九

良住宅を増やすため、取 える軽減特例の一部を二 置について、二〇一二年

さらに、震災に強い優 の税額を通常より低く抑 ーセントに抑える特例措

させていきます。

●固定資産税
一部特例を縮小

ただ、二〇一二年の非 算しています。

します。

〇一四年まで三年間延長 二年中に約五万七千人が 最大の落ち込みになる見

給の逼迫や環境問題への 屋根に断熱材を使ったり、控除の対象となるのに対 は二千万円）となります。期限切れとなるため、二

の住宅ローン減税は最大 二年度より一千万円減少 が非課税になっています。適用する省エネ・耐震性 年ごとに見直す評価替え
及を狙うものです。
対象となるのは、壁や 三千万円の借入金が税額 して三千万円（一般住宅 この特例措置が今年末で の基準は今後定めます。 の年に当たるため、税収

二〇一二年中に住宅を までの新築が対象です。 礎控除（百十万円）に加
の高い新築住宅向けの 住 げ 、 電 力 な ど の エ ネ ル ギ
宅ローン減税制度を創設 ー消費の少ない住宅の普 購入した場合、一般住宅 一三年の控除限度額は一 え、一千万円までの贈与 は一千万円となります。 礎となる課税標準額を三

に耐火が義務付けられている住宅は除かれます。
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し、省エネ住宅は一千万

た場合の贈与税の非課税

高の一パーセントが所得 とにもなりました。

毎年末の住宅ローン残 措置を延長・拡充するこ

象となります。

円多い最大四千万円が対 などから資金援助を受け

2012年度
税制改正
大綱

税額から控除されるため、 生前贈与を進め、若い
政府は、昨年十二月十 対応のため、産業部門に 電力消費の少ないエアコ 省エネ住宅の減税額は、 世代の住宅ローン負担を

最大で四千万円が対象

省エネ住宅ロ ーン を減税

2012 年（平成 24 年）1 月 1 日（日）

躍進
月刊 住宅情報誌
（3）

地 盤 調 査・改 良
確実な地盤保証のために

（エックスアイ）工法」
もラインナップ。鋼管杭
工法の一種で、施工機は

環境事業

七つの分野をひとまとめ

躍進では、浴室乾燥、 は抜群で、水銀灯、ハロ

った孔内に、掘削土と粉 るために角板を二つに切 して、浴室＋脱衣所＋ト るため、建築物のシング

―

ダンパー、 消費電力で済みます。

ディング試験の調査にお ブーム式で移動範囲が少 ＥＤ事業、クールセーブ に換えただけで約半分の
いて、表層より六メート なく、杭材は小型トラッ ＨＧ、ＳＳ

『クールセーブＨＧ』

て総合提案いたします。 ●クールセーブＨＧ

ル程度に堅固な地盤があ ク（二ｔ～四ｔ）で搬入 ＶＳＴを、環境事業とし
れば、「乾式改良柱体工 が可能です。
法」をご提案いたします。 鋼管の先端には、地盤

のガラスコーティング材

浴室や脱衣所で発生す は、太陽光エネルギーを

アースオーガー（狭隘 への貫入性を向上させる ●浴室乾燥
地ではボーリング機）で チップを取り付け、杭の

所定の深度まで掘削を行 支持できる力を大きくす るヒートショック対策と 運動エネルギーに変換す

〇％以上の温熱電気エネ
ルギーを削減します。

モータースポーツの技

暖 房 の 『 エ コ 暖 Ａ ｃ ｅ ●ＳＳ ―ダンパー
（エース）』を用意。ガ

ルバリウム鋼板の上に銅 術を用いて開発された制

躍進

体のセメント系固化材を 断し溶接加工してありま イレの三室同時換気シス ルガラスに施工しますと、
混合して、スクリューの す。そして、杭頭部に押 テムや、床暖房のシステ エアコン等の空調をしな
正転、逆転により攪拌、 し込み力と回転力を与え ムをそのまま壁に施した くても約三℃室温を下げ
まで圧入させます。鋼管

締固めを行い、柱体を造 て、鋼管杭を所定の深度 壁暖房もご提案します。 ることができ、年間約二
る工法です。

また、基礎補強杭工法 の径は六〇・五㍉と細く ●床暖房

基礎工事
シロアリ対策の基本

コンクリートの寿命は、メッキ処理を行った放熱 震装置です。モノチュー

で３Ｄデータ化し、作成

では

数々の商品を常時
取り揃えております︒

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、水戸、土浦、栃木、仙台

「ジャスピー工法」は、 低コストの補強工法です。 パネル工法・電気式床
鋼管杭工法で国土交通大
臣認定を取得している唯
施工は実にシンプル。

一の工法です。

杭体として、杭先端部を 八〇～一〇〇年です。そ 板構造により、高い熱伝 ブ構造で、ル・マン二四

高性能構造を有していま

などラリーで採用される

鉄板で閉塞し、左右対称 の間、クラックも入らな 導率を達成いたしました。時間耐久レースやＷＲＣ

「単結晶パネルなのに業

躍 進 の 太 陽 光 発 電 は す。

とは、シロアリの侵入経 ●太陽光発電

に小さなチップを加工し いような基礎をつくるこ
た鋼管杭を用います。

杭頭部に押し込み力と 路を妨げ、家の長持ちに

デジタルペンで、専用

そのため、適切な打設 界水準最安値」をコンセ ●ＶＳＴ

回転を与えて、鋼管杭を 大きく貢献します。
所定の深度まで圧入。圧

入された杭体は、地盤か 方法と、コンクリート配 プトにしています。リー

躍進はそうしたお手伝い

したプランを住宅模型に
ＬＥＤ照明のエコ性能 します。

●ＬＥＤ事業

らの周面摩擦力と先端支 合率を確保した基礎工事 ズナブルな費用で高変換 チャート紙に手描き入力
同沈下を防ぎます。

さらに、狭小地で優れ もしております。
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スウェーデン式サウン コンパクトで、クレーン 床暖房、太陽光発電、Ｌ ゲン灯、蛍光灯をＬＥＤ

その他事業

持力によって、建物の不 は、住宅に不可欠です。 効率を実現しています。 したデータをワンタッチ

地盤調査・改良 基礎工事 環境事業
平成24年度の重点項目 その②

た力を発揮する「ＸＩ

048-688-3388 048-680-7615

株式会社

T E L.0466-41-3006
FAX.0466-41-3007
神奈川
（営）

千葉（営）
T E L.04-7162-7734
FAX.04-7162-7735

T E L.03-6804-2541
東京
（営）
FAX.03-6804-2542

東 京 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル2F
営業所 03-6804-2541 03-6804-2542

ヤクシンジャパン

本社 埼玉
（営）
T E L.048-688-3388
FAX.048-680-7615

土浦
（営）
T E L.029-804-3388
FAX.029-804-3399

関連会社

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１

社

本

躍進

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

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）

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

栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

をクリックして下さい。

検索

躍進

躍進

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！

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

株式会社
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