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「勝算無きは戦うなか せる必要がないという 事を心の底から達成し

れ」とは孫子の兵法の ことです。周囲の目に たいと思えば必ずチャ

原則の一つです。ビジ 振り回されることなく、ンスを掴むことができ

ネスの世界で、「あた ありのままの自分を受 ます。

本誌既報一一六号（平 ー』の有用性をご説明さ ろうとして逆方向に変形

ら行動を起こさなけれ うものを見つけること いのです。やりたいと

かな見通しを立ててか 人には負けない」とい ためらっている暇はな

あります。まずは、確 から一つ「これだけは の間に挑戦することを

そして、何でも良い 過ぎてしまいます。そ

ってくだけろ」だけで け入れることなのです。 時はあっという間に

します。これが繰り返さ

は必ず行き詰るときが

れることで家は揺れてい

成二十四年八月一日号） せていただきます。
四面におきまして、地震

 震の振動周波数
●地
に住宅固有の振動
数を近づけない

に異なる固有の周期、す

住宅などの構造物は、 なわち固有振動数があり、

もって直（ちょく）と 続けることで得られる み出されるのです。

子には、「迂（う）を ての情熱を傾け、求め やるからこそ価値が生

これに関連して、孫 自分が持っているすべ 値は生み出されません。

が大事です。それは、 思っているだけでは価
ばなりません。

と建物の間に発生する共
振現象と、それを防ぐ木
ダンパー』の性能に関

そして、何が大切な

ピーク時には想

振現象であり、

ます。これが共

激に大きくなり

つれて揺れは急

は、性急にあたらず遠 たものに固執してはい に何がしたいのか、ど

進めるとき

で、物事を

り直球勝負

直は文字通

すること、

ん。その

なりませ

なければ

を掲げる事が肝心です。

笠井輝夫 分は本当

上で、自
像もできない力

回りすることも必要だ けません。それは自分 の様な方向に進むのか、

㈱躍
進
代表取締役

が働き、倒壊に

ネスにおいて、物事を です。

至るのです。
しかし、『ＳＳ

闇雲に進めれば、まと

数をはずした建

地震の振動周波

設置することで、

柔軟に対応することも で、考えに考え抜いて しかありません。さ～

急がば回れと周囲から ばいいことです。そこ えたいと思うのなら今

をしっかり把握して、 分をみつめて反省すれ ません。自分自身を変

ことがあります。状況 しょう。そのときは自

まる話もまとまらない 失敗することもあるで あるのみです。

物事にあたるとき、 後は実行力、即ち行動
ダンパー』を

物となり、地震

革しよう、自分らしく

こそ、本当の自信が生 希望に燃えて、自己変

そして、決して諦め 生きよう、そして、自

こうした考えを身に まれるのです。

付けるには、まず自分

人生は一度しかあり

の揺れの影響を

必要なのです。
ダン

らしくあることです。 ないことです。チャン 分らしく輝いて行きま

―

パー』登録店の

それは、自分以上に見 スは必ず訪れます。物 しょう。
進までお気軽に。

問い合わせは躍

『ＳＳ

なるのです。

受けないように

―

ということです。ビジ から壁を作ることなの 腹を決めた明確な目標

なす」という言葉があ のです。だからといっ

あらゆる周波数の地震波に対して 共振させない
『SS-ダンパー』

ります。迂とは遠回り て、苦労して掴み取っ のかをしっかり見極め

共振が発生すると、建物を破壊するような力が発生する。

する記事を掲載したとこ 地震など外からの力によ 地震の振動周波数が住宅
きました。そのなかで、
「共振現象をもう少し詳
しく説明してほしい」と
いうお声を多数お寄せい
ダンパ
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地震の周期

―
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ただきましたので、改め

http://www.yakushin.jp

S56
耐震法
以前
耐震等級
１
耐震等級
３
堅い

て共振と『ＳＳ

躍進

軟らかい

ろ、大きな反響をいただ って変形すると、元に戻 の揺れの周期に近づくに

―

造住宅用制震装置『ＳＳ

この揺れは構造物ごと

る状態になるのです。

地震の周期をはずした
建物にしよう ！
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₃面 性能リフォームへの関心は高まるばかり
₄面 アフター、管理・施工の確かさで10年の延長保証
月 刊

2012 年（平成 24 年）11 月 1 日（木）

躍進
月刊 住宅情報誌
（1） 第 119 号

月刊 住宅情報誌

2012 年（平成 24 年）11 月 1 日（木）

躍進

家の肌「外壁」を紫外線から守る

（2）

足場パックの新商品

高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー

ＵＶプロテクトクリヤー
躍進のリフォーム総合 収材の働きにより、サイ

提案「足場パック」のオ ディングボードの既存塗

間保護します。

セラミック系樹脂を使

ータムキャンペーンもい 膜の色あせや劣化を長期

よいよ大詰めです。

この時期、メインとな

る施工は塗装工事ですが、用し、緻密で強力に結合

家のお肌である外壁を紫 した分子構造と紫外線吸

外線から守る高意匠サイ 収剤の働きで、外壁の劣

表面は超親水性塗膜で、

ディングボード用セラミ 化を長期間おさえます。

ック系外壁保護クリヤー

『ＵＶプロテクトクリヤ ＵＶプロテクトクリヤー

に付着した汚れを、雨が

浮かせて流すことができ

ます。

さらに、防かび・防藻

ー』をご案内いたします。を施した外壁なら、表面

外壁を丈夫に
美しく保つ

紫外線は、私たちの皮

膚に悪影響を及ぼすのと 性があり、イヤなかび菌

同様に、高意匠サイディ や藻の発生を長期間にわ

汚れ
塗膜

★汚れの下に雨水が入り込み、汚れを浮き上がらせ、
そのまま流し落とすことができます。

サイディングボード

雨水

■防藻・防かび性

ＵＶプロテクトクリヤー

ＵＶプロテクト
クリヤー

サイディングボード

酸素

ングボードの塗膜組織を たり抑制することができ

硅素（Si）
と酸素（Ｏ）
の強力な結合のため
紫外線での劣化はほとんどありません。
紫外線吸収剤の働きで、
外壁塗装の色落ち、
色あせを防ぎます。

硅素

破壊します。そのため、 ます。それらの性能によ

■雨で汚れが浮き上がり、流れます

ＵＶプロテクト
クリヤー
塗膜

結合が切れにくい＋紫外線を吸収

一般的な塗装では紫外線 り、家の外観を長期間清

が塗膜を透過し、塗装面 潔に、美しく保つことが

紫外線吸収剤

以下のツヤからお選びいただけます。

サイディングボード

サイディングボード

紫外線

を浸食、ひび割れや雨ジ できます。

■UVプロテクトクリヤーの場合

ＵＶプロテクトクリヤ

しかし、ＵＶプロテク ーのお問い合わせは躍進

仕上げ見本

ミの原因になります。

一般に紫外線とは地球上に降り注ぐ
太陽光線の一種で、目でみることの出来
ない電磁波のことです。
地球上に到達する太陽光線は波長の
長さにより、紫外線、赤外線、可視光線
などにわけることができます。なかでも
紫外線は波長の短いエネルギーの高い
電磁波です。
紫外線は波長の長さにより、UVA（紫
外線 A 波）、UVB（紫外線B波）、UVC
（紫外線C波）、に分けられます。UVC
は大気に阻まれ地上に届くことはありま
せん。ですからUVAとUVBが日常意識
することなく浴びている紫外線というこ
とになります。
この紫外線が私たちの皮膚に悪影響
を及ぼすのと同様に塗膜組織を破壊し
ます。

トクリヤーでは紫外線吸 までお気軽に。

紫外線（UltraViolet）とは…

かび菌

防藻・
防かび性

塗膜
★かび菌をバリア。
イヤな藻の発生も防ぎます。

炭素

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）

第一回のグループ募集 省予算の事業として実施 多かったのは大阪府で一

で採択を受けたグループ している「ネット・ゼロ・一地区二二四八 が危険

は応募できません。不採 エネルギー・ハウス支援 な 市 街 地 と さ れ ま し た 。

ーム」、第三位は、たっぷ

かどる「キッチンリフォ ていくとしています。

現に効果が期待できる取 今回の決定事業者は一二 都で約三分の二を占めて

特に重要な政策課題の実 の結果を発表しました。 八三 でした。この二府

導線で料理がテキパキは ャンペーンを継続展開し 東日本大震災の復興など、十七日～九月四日募集分）京都で、一一三地区一六

第二位は、スムーズな ォームに焦点をあて、キ 択 グ ル ー プ は 応 募 可 能 。 事業」の二次公募（八月 二番目に多かったのは東

ニュ
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ンフォメーション
新製
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策 経営
営 イン
ュー
ース
ニ
・ 品 政
・ 経
・ イ
・ フォメーション
・
・
・
・

性能リフォーム への
関心 は高まる ばかり
性能向上リフォームに
対する関心が高まってい
るようです。

ha

九件で、予算の総額は約 いました。

国は住生活基本計画で、

応募数は一三六件でし こうした危険な密集市街

一・九億円です。

た。ＳＩＩ内に設置した 地を二〇二〇年度までに

審査委員会が、エネルギ 概ね解消するとの目標を

環境共創イニシアチブ して選びました。

（断熱性能）などを評価

門真市）エコソリューシ

同社では、今回の結果 をする「地域型住宅ブラ

ー消費削減率、モデル性 定めています。

月から九月末までに実施 第一位になったのは、夏

した、投票形式のリフォ 涼しく、冬暖かい「断熱 を受け、夫婦仲良く暮ら ンド化事業」の第二回グ

妻の86％が「2.5世帯住宅はアリ」

PVモジュールの性能証明に「UL-JP」マーク

は十月十八日、経済産業 原油換算で約二八三㎘／
米国の製品安全試験・認証機関のUL Inc.の日本法人・
UL Japan（三重県伊勢市）
は、日本独自の認証マーク
「ULJP」を発表しました。同機関が行う各種認証試験で適合性
が証明された製品には、
このマークを貼付して販売されます。
既に、住宅用太陽光発電（PV）
モジュールの安全および性
能試験に適用されることが決まっており、JIS規格に基づい
た認証試験を受けて適合性が証明されるとUL-JPマークを
貼付します。
マークのあるPVモジュールは、太陽光発電普
及拡大センターの
「住宅用太陽光
発電導入支援補助金」
の対象製品
であることや、
「 再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度」
におけ
るPVモジュールの安全性・性能を
担保する証明となります。認証有
効期間は10年。
今後その他のエネルギー関連
製品にも拡大し、購入者にとって
信頼と安心のマークとなるよう、
認知を高めていく考えです。

こく使うエネルギーリフ け付けます。

マーケティング・リサーチのアイシェア（東京都渋谷区）
は、最近注目を集めている
「2.5世帯住宅」
について、
そうし
た世帯に住む際につらい立場となるであろう
「妻」
にフォー
カスしたインターネット調査を実施しました。対象は既婚
で小学生以下の子をもつ20～45歳の女性431人。
「2.5世帯住宅」とは、子世帯と親世帯に加え（子世帯の）
独身の兄弟姉妹が一緒に暮らす世帯のことで、典型的なパ
ターンとして考えられるのは、夫の親＋夫の独身の姉と一
緒に同居する暮らしを指します。2.5世帯住宅を購入する
可能性がない対象者を省くため、
「住宅購入意向あり」
「夫の
父親か母親いずれかが健在」
「夫に独身の姉がいる」
「夫の親
との同居（生活空間を分けたものを含む）
を検討してもいい」
に該当する人を条件としました。
まず、2.5世帯住宅で夫の親と夫の独身の姉と同居する
ことについてどう思うかを聞いたところ、
「条件によっては、
検討してもいいと思う」
のいわゆるアリ派は86.1％（「検討
してみてもいいと思う」42.5％、
「条件によっては少し検討
してみてもいいと思う」43.7％の合計）にのぼり、
「 条件に
よらず検討したくない」13.9％のナシ派を大きく上回りま
した。

体の性能を高めるリフォ ム」でした。

国土交通省は、都市低

を公表しました。低炭素

象に二〇一二年三月一日 まで一般からの意見を募

た。全国の市区町村を対 施行の予定。十一月八日

の調査結果を公表しまし から十二月上旬に公布・

などの危険な密集市街地 ととします。十一月下旬

生したり、避難が難しい 率の算定に算入しないこ

日、地震の際に火事が発 二〇分の一を限度に容積

国土交通省は十月十二 ついては、延べ床面積の

 交省、危険密集
●国
建築物認定制度のインセ
市街地の調査結果
ンティブのひとつである、
を公表
容積率を緩和する特例に

年の見込みです。

炭素化促進法の政省令案

今回の採択分の事業に
ー ム 調 査 の 結 果 、「 断 熱 」 リフォーム」や地震に備 すためのキッチンリフォ ループ募集を開始しまし （ＳＩＩ）で構成するゼ
「 耐 震 」 と い っ た 住 宅 自 えた「耐震補強リフォー ーム、電気を創ってかし た。十一月十二日まで受 ロ ･エ ネ ル ギ ー 化 推 進 室 よる省エネルギー効果は、

 炭素建築物への
●低
インセンティブ案
を公表

ョンズ社が二〇一二年七 を選ぶ投票形式の設問で、約五〇％を占めました。 良住宅建設に対して補助

パナソニック（大阪府

パナソニック
エコ調べ

 域型住宅ブラン
●地
り組みを優先的に取り扱
ームが一位となりました。り発電する太陽光発電シ
ド化事業
うとしています。
「 こ れ か ら も 夫 婦 で 仲 ステムやいざというとき
第２回募集を開始
良く暮らすためにしたい にも安心の蓄電池などの
 ット・ゼロ・エ
●ネ
リフォームは？」という 「エネルギーリフォーム」 国土交通省は十月十六
ネルギー・ハウス
一〇個の選択肢から二つ でした。上位三位までで 日、中小工務店の長期優
支援事業、二次公
募一二九件が決定

ha

 市 低 炭 素 化 促 進 法 は、
※都
Ｃ Ｏ２の 排 出 を 抑 制 す る
建物を低炭素建築物とし
て認定し、インセンティブ
を 与 え る こ と な ど で、都
市の低炭素化を進めるこ
とを狙いとした法律です。

時点の状況を調べたもの 集しています。

で、大阪府や東京都など

大都市を中心に、全国で

都道府県別でもっとも

た。

危険な市街地とされまし

一九七地区五七四五 が

ha
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防水一〇年︑
木材保存︵防蟻︶五年の
保証終了のお客さまに
点検・施工・延長保証を実施中！
で包み込み

込み、樹脂

層）に挟み

マット（二

位 ラ ン キ ン グ 」（「 十 年

で劣化しやすい住宅部

会が発表した「築十年

ムインスペクターズ協

ＮＰＯ法人日本ホー

という視点で調査）で

その後急速に悪くなる」

で手入れをしなれれば

ます（下図
これによ

躍進は保証期間を終了 ルコニーにおける２ＰＬ 参照）。
施工・延長保証（最長一〇

も、第一位はやはり

のＦＲＰ防水が主体です。り、躯体の

し たお施主さまに、点検・ Ｙ（ガラスマット二層）

「バルコニー・ドレー
ン」でした（第二位は

これは、アフター体制、イントとして一番重要な して破断、

「壁とバルコニーなど

年 ）を 実 施 し て おります 。 点検・施工におけるポ 動きに追従

剥離を防い

にもシールの劣化が顕

また、サッシの下端

の接合部」）。

管理・施工の確かさを有 のがドレーン周りの劣化 ひび割れ、
躍進では、ＦＲＰ防水 でいますが、

しているからこそ、信用 チェックです。
を築くことができ、延長

保証につながるのです。 は、２ＰＬＹを標準施工 やはり最も
躍進は埼玉県内で年間 とし、ドレンまわりには 劣化が進む

にお任せください。

ぜひ点検・施工を躍進

二五〇〇件以上の防水工 「サンドイッチ工法」を用 箇所であることは間違い 著に表れます。
事を手がけていますが、 いることにより、ガラス なく、点検・メンテをし
木造住宅のベランダ・バ マット、ドレン、ガラス なければなりません。

シロアリには注意する 度を下げるのです。
確かな管理・施工、ア

躍進では

数々の商品を常時
取り揃えております︒
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各営業所：神奈川、埼玉、千葉、水戸、土浦、栃木、仙台

躍進では、新築だけで 腐朽や蟻害が発見されま

なく既存住宅に対する木 すが、それに気がつかな のですが、意外に木材腐

工事、木材保存工事は躍

材保存処理（防蟻）も多 いままだと阪神淡路大震 朽菌の怖さを見落とすよ フター体制のＦＲＰ防水

一五〇％、温度

含水率が二五～

湿度が八五％以上、木材 お気軽にお電話を！

木材腐朽菌は大気中の 進におまかせください。

く手がけています。その 災時に見られた大惨事に うです。

木材腐朽菌が
落とし穴

中には、当社が手がけて 見舞われるのです。
いないものも多く含まれ
ており、担当施工者一人
で一日六現場を点検・施

落とし穴として、新築 が三〇℃前後で

床下を点検すれば（特 時の雨養生不足により、 活性化します。

工することもあります。

に梅雨時）、蟻道の形成 知らぬ間に壁内や構造材 不要な水分が腐
だけでなく、腐朽菌の発 内部などに余分な水分が 朽菌を繁殖させ、
生、汚れ・ホコリ、さら 溜まり、シロアリ発生や 木材の主成分で
には基礎のひび割れなど 腐朽菌繁殖の繁殖にいた あるセルロース
を知ることになり、いち るケースもあります。や やヘミセルロー
早く手を打つことができ はり床下点検による「健 スなどを分解し
康診断」は、家の長持ち て、木材を多孔
耐震診断を行うと木材 のための基本なのです。 質に変化させ強

ます。

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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躍進
月刊 住宅情報誌
2012 年（平成 24 年）11 月 1 日（木）

躍進のFRP防水工事、木材保存工事は
アフター体制、管理・施工の確かさで
最
長

10年の延長保証が出せる！

