主 な 内 容

躍
躍進
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目標
標

床下点検

まずは
毎年好評をいただいて 込み、お問い合わせをい
いる躍進の総合リフォー ただいております。

ら
か

病室から、社員達へ

これは、政治も同様 くことが最も重要なこ

政治家は、私たちの期 者を、どれだけ多くつ

接な関係にあり、政府、 躍進の応援者、支援

送ったメッセージの一 です。政治は生活と密 とになります。
◇

◇

部を紹介します。

病に倒れてから、応 待に応え、人々が安心 くることができるかが

援、支援してくれる人 して社会生活がおくれ 必要不可欠で、やる気

す。

が、いかにありがたい る環境を創造する使命 になればできるはずで

励ましや期待に応える という理念と同様の使 な気持ちでは成し遂げ

埼玉県下ナンバーワ

べく、応援者、支援者 命責務であります。
の立つ位置、

ンバーな

現在のメ

目的を明確にして、

援、支援したくなるよ まから価値創造の応援、ると確信してします。

躍進マンは、みなさ の戦いに、大勝利でき

笠井輝夫 る未曾有

から訪れ

視点で、物
なければな

ら、これ
シロアリが出てしまっ

事を判断し

る事はできませんが、

て、家全体を生まれ変わ
木材の防腐、特に床下
環境の健全性確保は、家
を長持ちさせるために、
必要不可欠です。経年変

りません。

床下換気口設置

それには、躍進が応

化によって木材が傷んだ た現場では、殺蟻効果が
り腐ったりいたしますの 最も高い天然ピレトリン

４〜６月上旬にかけて
シロアリ対策の床下点検実施時期。

うな会社であることが 支援をしていただける

肝心です。それは、そ ように、常にぶれない 決意、使命、責務、覚

梅雨明けから秋口にかけて
冬が来る前に外壁塗装を実施。

す。

知恵を絞り、あの手

それには、躍進の取 この手で、結果を出し

そして、必ず埼玉県

また、床下環境を健全 炭』（写真右中）もご利用

た新素材の調湿材『飛騨 気軽に。

両面を満たしているので ミックをコーティングし お申し込みは躍進までお

しくアリに厳しいという、に保つため、炭素にセラ ください。お問い合わせ、

響はありません。人に優

かを確認してください。ファンになっていただ 実現させましょう！

頼に応えているかどう らうこと、そして、大 下ナンバーワン企業を

姿、行動が、相手の信 らうこと、認知しても

今一度、自分の心、 り扱い事業を知っても てまいりましょう！

かかっています。

かどうかということに りません。

一生懸命活動している 組んでいかなければな しょう！

こで働く人たちが、誠 強い心をもって、あら 悟を持って、ぶれない

内装、
キッチン等

天然ピレトリンは、シ

オール電化及び太陽光発電システムを
受注しパネルを屋根に設置。

ロアリに効果てき面であ

外壁補修と塗装

実に地域社会のために、ゆる業務に真剣に取り 闘いを展開して行きま

防水、屋根、
サイディングなどに
補修及び外壁塗装工事を提案。

るにも拘わらず人体に影

で、きちんと確認し、事 を含むピレスロイド系の
前に防蟻、防腐措置を施 防蟻剤が有効です。

土壌処理

すことで、家の耐力が確

土台の防腐処理
家全体の劣化情報を取得。
木材保存処理と床下換気設置。

保されるのです。

足場パックスプリング
キャンペーンの詳細な流れ

㈱躍
進
代表取締役

らせます。

そして、それは躍進

ています。本当に、感

かを今まで以上に感じ 責務があります。

ム提案「足場パック」の

私たちは、そうした 間、環境を創造する」 者になるには、生半可

謝、感謝の毎日です。 の「価値ある安心、空 ンの防水、塗装工事業

春から床下をチェック

スプリングキャンペーン し、冬が来る前に外壁塗

確かな殺蟻効果で
安心を確保

は、今年も多くのお申し 装を実施し、一年を通し

http://www.yakushin.jp

編 集・発行人

躍進
株式会社

スプリングキャンペーン
﹁足場パック﹂

今年も大々的に実施！

躍進

頒価：210円（送料込み）

笠井 輝夫

住 宅
情報誌

発行所

価値ある
価値ある
「安心
環境」
を創造する
を創造する
価値ある
「安心・
・空間
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₂面「足場パック」の塗装で美観と防腐を実現！
₃面「足場パックG・R」の大型物件リニューアル提案
₄面 家庭エコ診断の試行実施事業者を募集
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「足場パック」の塗装で美観と防腐を実現！
さまざまな
製品・技術が

続々とラインナップ！
躍進の「足場パック」

では、外壁塗り替えをご

提案しております。美観

を取り戻し、自然現象で

躯体が腐食しないように、

様々な製品・技術をご提

外壁は様々な影響で、

案しております。

日々劣化しております。

雨など、建物に水が侵

入すると内側から腐食し

ま す 。 Ｃ Ｏ ２は 、 コ ン ク

以下のツヤからお選びいただけます。

■UVプロテクトクリヤーの場合

■雨で汚れが浮き上がり、
流れます ■防藻・防かび性

硅素

結合が切れにくい ＋
紫外線を吸収

酸素

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。

炭素

汚れ

サイディングボード

紫外線吸収剤
ＵＶプロテクト
クリヤー
塗膜

雨水

サイディングボード

紫外線

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

サイディングボード

また、紫

く、塗膜表層 外線対策の

にナノビーズ 決定版『Ｕ

が配列され汚 Ｖプロテク

れをガード。 ト ク リ ヤ

さらに表層は ー』（右上図）

ラジカル架橋 や、光沢も

によって汚れ 美しく細かい粒子で汚れ 熱塗料『アドマクールペ

（中央下図）も好
を跳ね返す強 がつきにくい水系無機有 イント』

靭な鎧となっ 機複合塗料『スーパー無 評です。

ており、トッ 機ガードＺ』（右下写真）、 「 足 場 パ ッ ク 」 の 各 種

プコートが不 均等な粒度分布で高い遮 塗装で、家の資産価値ア

要なのです。 熱効果を確保する水系遮 ップを実現してください。

柔らかいのに汚れにく

仕上げ見本

リート、モルタルの寿命

を縮めます。厳しい温度

変化は、結露を引き起こ

し建物を腐食させます。

カビやこけは、美観を損

ね、人体への影響も懸念

されます。紫外線に直接

さらされ続けると、建物

躍進では、高弾性のつ

の劣化を早めます。

や消し塗料『ビュークリ

をお薦めしております。

ーンウォール』（左上写真）

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。

かび菌

防藻・
防かび性

塗膜

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。

★かび菌をバリア。
イヤな藻の発生も防ぎます。

汚染比較実験

一般遮熱塗料との粒度分布の違い
アドマクールペイント

均衡な粒度分布で、光、熱、
紫外線を効率良く遮断。
優れた放熱性で熱の蓄積も軽減。

一般遮熱塗料

不均衡な粒状によって、
ほとんどの光、熱を透過。
熱の蓄積も起こりやすい。

開口部や空いている壁面を補強するだけで

スーパー無機ガードＺ

高 耐候性塗料

汚染がなく表面が綺麗 雨筋が残り汚れが目立つ

ますます好評！

耐震性がアップ！

トグル制震構法

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース
枠

オイルダンパー

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。

鋳造品ではなく

クレビス（回転支承部）

鍛造品を使用！

お問い合わせは
躍進までお気軽に！
〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

 048―688―3388
強度に優れた鍛造品を
 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

足場パックＧ・Ｒ

の大型物件
リニューアル提案
グランド・リノベーション

で
資産価値
アップ！

ガラスの
100％シリコーン 波形デザイン
カーテンウォール コーティング材
の手すり

普通の手すりで上る

普通の手すりで下る

大型物件の資産価値リ のフレームとを耐震接合 ンクリート、各種シート、ＴＴＯ』（下段写真・図）は、

「クネット」の手すりで下る

ＱＵＮＥＴＴＯの支柱を立て

ニューアル、リノベーシ 機能を有する金物で接合 各種常乾塗料、ＦＲＰな 手すりを持つ手の動きや
ョンなら、躍進の「足場 （写真③）。太陽光発電パ ど、あらゆる被着体へ付 角度を追究すると、「取っ
パックＧ（グランド）」「足 ネルに、構造用シリコー 着。特に、折半屋根の防 手」のように使える垂直
場パックＲ（リノベーシ ン接着材を応用。ソーラ 錆には最適です。伸び率 部と、「杖」のように使え

「足場パック」シリー

くい設計です。

握り込みやすく、滑りに

いっぱいに配置でき発電 び、硬化時に金属イオン 形のカタチになりました。

ョン）」をご利用ください。ーコレクターをガラス面 は三五〇～四〇〇％に及 る水平部を連続させた波

美しいカーテン

人間工学が生んだ

波形手すり『ＱＵＮＥ までお気軽に。

波形手すり ズのお問い合わせは躍進

効 率 が ア ッ プ （ 写 真 ④ ） を除去します。
ウォールの数々 ―などのカーテンウォー

金属フレームの外部露 ルをご提案をしておりま
出がなく、ヒートブリッ す（①～④までの写真提

伸び率三五〇～
四〇〇％の弾性塗膜
『バッファーコート』

▶

ジによる熱損失が少ない 供Ｋ・ｏｆｆｉｃｅ）。
構造（写真①）。フレー
ムレスのカーテンウォー
ルシステムを実現（写真
②）。木製のマリオン

付着性を有する一〇〇％
シリコーンコーティング
材です。
鉄、亜鉛、合金、アル
ミ、ステンレス、銅、コ

波形がおしゃれで美しい

設置完了

「クネット」
の手すりで上る

何もない玄関先の階段に

写真④
写真③

躍進では…
30年経過工場屋根面

（積層材）と木製サッシ （中段写真）は、優れた

写真②
写真①
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当社笠井社長の自宅にも、
『ＱＵＮＥＴＴＯ』を設置しました（左下写真４枚参照）。

本誌「羅針盤」でもご報告しているとおり、現在、笠井社長はリハビリ生活を送って

おります。体に余計な負担をかけずに、階段の上り下りができる「ＱＵＮＥＴＴＯ」

の性能を、社長自らの手で試そうというものです。

波形手すり「クネット」の使い方＆直棒との比較。

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 〒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

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
ｔ
ｙ.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

東京都環境公社は、都が

検索

今年度から実施する住宅

躍進

用太陽光発電の新たな普

躍進

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

イン
ンフォメーション
イ
・ フォメーション
・

躍進

経営
営
経
・
・

奨プランの公募を開始し

消費増税の負担軽減策

として設ける給付措置で、

国土交通省は、給付対象

住宅について一定の品質

要件を設定する方向で検

討を進めています。

床面積や安全性など最

低条件を設け、条件への

適合を要件とする考えで

社

います。

株式会社
本

今後は、五月末までに

躍進では

収入区分と給付額を固め、

内容を公表するとして、

数々の商品を常時
︒
取り揃えております

七月末までに給付措置の

周知のための説明会を全

国で開催します。

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）

政策
策
政
・
・

拡大していくとしています。

（4）

ニュース 新製
製品
ニ
ス
ュ
ー
新
・ 品
・

合の義務化を目指して、住宅業界が採用を進めるため

「木材利用 の提供事業者の募集を開 及 事 業 「 屋 根 ぢ か ら 」

市場は、そのうち断熱分野が、2020年の省エネ基準適

ポイント」 始しました。第一次の募 ソーラープロジェクトの

ュリティ分野、水廻り設備分野で市場拡大と予想。建材

地域の農産物や木材を ました。公募期間は五月

今後の予測では、住宅設備分野は、創エネ分野とセキ

太陽光発電の販売店に

者も募集対象となってい 提供する低利ローンの活

ほど伸び率が高くなっています。

の木造住宅 集期間は五月十六日まで 第二ステップとして、推

対応やリフォーム対応商品の拡充が行われている分野

の新築の工 としています。

野と屋根材／外装材関連分野が好調。全体的に省エネ

環境省は四月十六日、 セスの検証と、効果的な 事着手について、工事請

り前年比3.7％増の2兆902億円。特にエクステリア分

「家庭エコ診断」の試行 診断実施のための枠組み 負契約の締結のほか、根 使った家具、商品券、プ 七日までとなります。

建材市場の2012年の見通しは、
全分野が前年を上回

実施事業者の募集を開始 の構築のための知見を集 切り工事または基礎くい リペイドカードなどのほ

「省エネ・節電」
提案が可能な品目が拡大しています。

打ち工事に着手した時点 か、農山漁村地域への体 対し、連携する金融機関

に市場が拡大しています。スマートハウスを意識して

募集期間は五月十七日 も含むと発表しました。 験型旅行を提供する事業 に選ばれたジャックスが

好調。
スマートハウス関連分野も2011年頃から本格的

めます。

特に創エネ分野では、国の補助金制度の後押しもあり

試行を通じて、実際に

円。伸び幅が大きいのは、創エネ分野、
スマートハウス関

しました。

民間企業などが、家庭エ まで。診断等事業の実施

うち住宅設備市場は、前年比3.5％増の3兆5607億
連分野、
セキュリティ分野となります。

コ診断を自社のサービス

2011年比5.3％増の5兆7437億円。

 材利用ポイント
●木
期間は七月頃から十二月
ます。
用が可能なプランを募り
交換商品の募集を
頃を予定 しています。
ます。価格やアフターケ
 京都、太陽光発
●東
開始
アなどの一定の要件を満
 材利用ポイント
●木
電の推奨プランを たすことが条件です。
木材利用ポイント事務
で追加情報
募集
局は四月十六日、ポイン
 費増税対策の給
●消
東京都と公益財団法人
林野庁は四月十五日、 トと交換できる商品とそ
付措置、対象住宅
に品質要件を設定

比3.6％増の5兆6509億円でした。2016年予測は

として提供するのに必要

住宅設備・建材市場全体の2012年見通しは、前年

な環境整備を進めること

備・建材市場を調査、
その結果の概要を公表しました。

本番実施を見据えた試

富士経済（東京都中央区）は4月5日、国内の住宅設

を目的としています。

2016年予測は2011年比5.3％増の
5兆7437億円 富士経済調べ

行で、自立的な運用プロ

国内の住宅設備・建材市場、

躍進

家庭エコ診断 の
環境省
試行実施事業者 を募集

月刊 住宅情報誌
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本社 埼玉
（営）
T E L.048-688-3388
FAX.048-680-7615
T E L.03-6804-2541
東京
（営）
FAX.03-6804-2542
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

