躍
躍進
進の
の永
永遠
遠の
の目
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標
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新体制発足

読書をする機会が増 も謳われている自己変 人たちの体験と知恵の

え、特に
〝経営の神様〟 革、自己革命は「日々 集大成が、反省によっ

を送る根幹は素直な心

と謳われた松下電器産 の反省」が無ければ達 て生まれ、豊かな人生

反省をして、その結 にあるということを示

業㈱（現・パナソニッ 成し得ないのです。
ク㈱）創業者・松下幸

また、私たちが素直

之助翁の著書にふれる 果を次に生かして、失 しているのです。

ことが多く、その中で 敗をより少なくし、物

出会った松下翁の『素 事がよりうまくいくよ な心を養い高めていこ

六月二十九日に、躍進 信広副社長の陣頭指揮の ことなく、そして、今後
は「新人事・事業説明会 もとに、様々な事業展開 もなんら心配することの

り日々の自分を反省し

昔 の 中 国 の 名 言 に てみることが大切です。

切なのです。

直な心』には大いに感 うにしていくことが大 うという場合も、やは
銘を受けました。

ない体制作りに邁進し、

昨年十一月末に、笠井 新たな陣容と新事業、グ

新体制出陣式」を開催 をしてまいります。
いたしました。

その中の「素直な心

を養うための実践一〇 「治にいて乱を忘れず」 一日を振り返って、

この席で、既報一二六 輝夫社長が病に倒れたも ループ企業誕生による新

これはつまり、おだや 接し物事をやっただろ

号でもご案内いたしまし のの、大事には至らず、 体制出陣式を迎えること

げています。

ヵ条」には、以下を挙 という言葉があります。自分は素直な心で人に
以前よりも、リフレッ

た、笠井信広東京営業所 四月二十七日に無事退院 が出来ました。

しまい、

かで平和な満ち足りた うか。つい腹が立って

怒りにま

かせて感

情的な態

度をとっ

状態にあるからといっ ていなかったか。素晴

笠井輝夫

て安心しきって油断し らしいと思って言った

・つね
 に唱
・自然と親しむ

よく考
てはいけない、いつま 意見だけれども、

えあう

・先人に学ぶ

・体験発表

だから、常にそれに備 など、反省すべき材料

に陥るかもしれないの ていなかっただろうか

そういったあらゆる

「昨日より今日、今日

そして、これもまた、より明日」というよう

過去をふり返って十分 に、日々成長し、素直

度スローガンのなかに ら生まれたのです。先 うにしたいものです。

躍進の平成二十五年 に反省をしたところか な心を磨いていけるよ

ています。

とが大切であると述べ

てゆくよう心がけるこ す。

て、改めるべきは改め っているのだと思いま を戒めていくわけです。

自分の行ないを反省し というようなことを言 ことを反省し、その後

は極めて重要で、毎日、くことが肝要である、

特 に 、「 日 々 の 反 省 」 えて心をひきしめてお はいくらでもあります。

・グループとして

・忘れないための工夫 た情勢が変わって危機 えてみれば、少し偏っ

・常識化する

㈱躍
進
代表取締役

・つよく願う
・自己観照

その間に、躍進は、お シュ、パワーアップした

長 の取締役副社長兼営 いたしました。
業本部長就任、宮内淳一

・日々の反

http://www.yakushin.jp

省

の取締役営 客様をはじめ、取引先各 姿にご期待ください（二

目させていただきまし
た。
笠井社長は、大所高所
に立って全般を指導し、

新たな陣容で、
躍進の大いなる未来を築き上げます！

業部部長就任を、お披露 位にご迷惑をおかけする 面、三面、四面参照）。

営業部部長
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躍進

編 集・発行人

躍進
株式会社

笠井信広副社長 ・宮内淳一取締役

新体制出陣式

大幅な若返りによる

新人事・事業説明会
（29）

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
空間・
・環境」
を創造する
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₂面 100年企業躍進が第2ステージに昇段!
₃面 新役員のご挨拶とグループ企業誕生
₄面 強固な事業体制で100年企業に向けて邁進
月 刊
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躍進
月刊 住宅情報誌
（1） 第 127 号

イタリティをもって、ぐ
いぐい会社をひっぱって

いく社員が推進力となり、

他の社員にも良い影響を

与えて、ビッグウエーブ
しかし、ある一定の規

 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
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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

鍛造品を使用！

をつくりあげるのです。

鋳造品ではなく

模、業歴に達したら、会

枠

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。

お問い合わせは
躍進までお気軽に！

オイルダンパー

社のシステムとして業績

それは、既存の事業を

躍進は、新役員をはじ 伸ばし、新しい事業を確

人事が不可欠です。

は、徹底した適材適所の 行いました。

くりが必要です。それに かすことが出来る人事を

創業以来、十四年にわ 新たに船出いたしました。を伸ばしていく仕組みづ

いずれの企業も同様で

たるこれまでの戦いは、
より一層の
「適材適所」を実施
まさに死に物狂いでした
が、「全員営業」で何事に
も立ち向かい、多くの実

績を築き上げてきました。すが、創業からの草創期 め、これまで各人が培っ 実に開花させるドリーム

そして、笠井輝夫社長

はありません。

トグル制震構法

耐震性がアップ！

復帰の挨拶も力強い笠井社長

そして、これからは、 において、業績を伸ばす てきた能力を最大限に生 チームといっても過言で
そうした実績を踏まえて、ためには、個人

をはじめ、新役員の笠井
信広副社長、宮内淳一取
締役営業部部長らととも
に、自分が活躍できるこ
とを感謝し、躍進の心と
魂を継承しながら、価値
創造企業としての一〇〇
年企業をめさずべく、決
躍進の「第二ステージ」

意を新たに致しました。
にご期待ください。

ますます好評！

開口部や空いている壁面を補強するだけで

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

笠井社長は大所高所に立 の力に頼らざる
って指導しながらも、実 を得ないところ
強い個性とバ

働部隊には、フレッシュ があります。
な若手新役員を起用し、

笠井信広副社長（上）
とともに、
新たな布陣で未来に臨む
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100年企業躍進が第2ステージに昇段！

理念を
継承し

し し ！
く
力強 船出 ま た

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

月刊 住宅情報誌
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「次世代」がこれまで以上に

新役員のご挨拶と
グループ企業誕生

躍進を成長させます！

就任のご挨拶
取締役営業部部長

宮 内 淳一

取締役を拝命いたしました宮内淳一です。
私が、当社に入社して 10 年が経ち、来たる 8 月
21 日で丸 11 年になります。
取締役という大役を仰せつかったことは、誠に光
栄ではありますが、責任の重さに身が引き締まる思
いがしております。
これまで、ご縁させて頂いたお客様、メーカー様、
協力業者、社員、そしてこれからお逢いさせて頂く
方々のお役に立てる様、全力を挙げて取り組む所存
でありまので、何卒よろしくお願い致します。

就任のご挨拶
取締役副社長兼営業本部長

笠井 信 広

この度、取締役副社長兼営業本部長との大任を拝
しました、笠井信広です。
昨年 11 月 28 日に、当社代表取締役社長が倒れて
から 4 月 27 日に退院されるまで、社長代行を務め
ておりました。
社長が入院している 5 ヵ月間、私は様々な経験を
させて頂き、私にとって色々考えさせられた 5 ヵ月
間でした。
特に日々考えていた事は、
「人」に対してです。
私の好きな言葉の 1 つに「人は城 人は石垣 人は
堀 情けは味方 仇は敵なり」という言葉があります。
武田信玄の言葉です。勝敗を決する決め手は、堅

グループ企業誕生

固な城ではなく、人の力である。個人の力や特徴を
掴み、彼らの才能を十分に発揮できるような集団を
作ることが大事である。また、人には情理を尽くす
こと、誠実な態度こそが相手の心に届き、人を惹き

株式会社 First Arrows

代表取締役

笠井正行

去る 6 月 25 日に株式会社 First Arrows（ファー
スト アローズ）を設立いたしました。
6 月 10 日まで約 6 年間、メンズアパレル会社の
EC 事業部部長として勤務させて頂いておりました。
そこで、
『インターネットで物を買う』という市場
の急加速を感じました。
また、実店舗とは同じように商品を手に取る事が
出来ませんが、画像で演出する技術などを経験して
きました。これらの経験を㈱躍進グループとして活
かしていきます。
4 月号でご紹介いたしました躍進のホームページ
のリニューアルを担当させて頂きました。今後もお
客様のお役に立てる情報を更新していきますので、
一度見て頂けたら幸いです。
また、年末に掛けて『日本ブランド』を、インタ
ーネット上でお買い物出来るショッピングサイトと
して構築します。
是非、株式会社 First Arrows の名前を覚えて頂き、
ご用命下さい。皆様のご指導とご鞭撻の程宜しくお
願い致します。

つけることに繋がり、逆に相手を恨めば必ず反発に
あい、害意を抱くようになる。という意味であります。
「経営資源」である「ヒト モノ 金 情報 時間」も、
最初に「ヒト＝人」が位置しております。
こういった事を一つひとつ噛み砕いて、ものの見
方、考え方を変えてみると、個人・家庭・会社（社
員・仲間）そして、我々のお客様である工務店さま、
ハウスメーカーさまに対して、自分の利害関係や損
得感情での付き合いで終わっていないか、真の「人
間関係」は構築されているのだろうか…。
いや、まだまだ人と人との繋がりが構築出来ていな
いと反省し、また更に人の事が大好きになりました。
今日まで、㈱躍進を指名して下さっているお客様、
残念ながら我々の力不足で指名して頂けなくなって
しまったお客様も含め私と担当者にて改めてご挨拶
に伺わせて頂きます。
社長を真のリーダーにする為には我々次世代が今
まで以上の㈱躍進に成長させる事を使命・責務と捉
えて指揮を執らせて頂きます。更なる強固な人間関
係を構築させて下さい。

月刊 住宅情報誌
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躍進
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ホームページもリニューアル！

強固な事業体制で

100年企業に向けて邁進します！
３大事業

戸事
建業
事業
戸建

３大事業

大模
規事
模業
事業
大規
躍進
では

数々の商品を常時
取り揃えております︒

社

塗 装 工 事

ナノペイントで培ったテクノロジーを活用した
『ビュークリーンウォール』
が好評！つ
や消しと高弾性の２大特長が多くのメリットを生み出します。

木材保存工事

防除士による施工に加え完全社員施工を実施し、大切なお住まいを腐朽菌やシロア
リから守り、住宅の延命効果を図ります。

制 震 工 事

過酷なモータースポーツで培われた性能と耐久性に加え、オイルの力と独自技術で
制震性能を飛躍的に高めた制震装置『SS-ダンパー』で、建物に加わる衝撃（加速度）
を小さくし揺れ幅を抑えます。

戸建関連工事

波形手すり『QUNETTO』をはじめ、外構工事、基礎工事、太陽光発電設置、大工工
事、
水回り・内装工事、
地盤調査・改良工事など、
様々な分野で実績を評価されています。

防 水 工 事

ウレタン、
シート、
シーリングなど、20名の技術スタッフと、50,000棟以上の実績を
裏付ける技術で、新築・改築工事において下地状況に応じ、適切な防水工事をご提案
いたします。

塗 装 工 事

時代はスクラップ＆ビルドから、
リノベーションへ変わりつつあります。建物の骨格と
なる躯体の補修から保護まで、
「下地から仕上げまで」一貫したノウハウをご提供いた
します。

制 震 工 事

『トグル制震装置』
（増幅機構付油圧制震ブレース）
は、
２本のトグル腕と１本のオイル
ダンパーで構成されています。
てこの原理で効率よく地震エネルギーを吸収し、
トグ
ル機構によりオイルダンパーの機能も向上しました。

タイル修繕工事

浮き全体に樹脂を注入し、
どんな隙間にも確実に樹脂を注入。幅の広いに浮きにも対
応できる
「超低圧注入工法」
が多くのメリットを生み出します。

大規模関連工事

カーテンウォールをはじめ、遮熱塗料『クールセーブ』、
ゴンドラ工法、建物強化塗料、
駐輪場システムなど、様々な分野で実績を評価されています。

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

防 水 工 事

一級防水施工技能士による信頼施工管理と当社独自の２PLY+ドレン部サンドウィ
ッチ工法で、創業以来ＦＲＰ防水50,000棟以上の施工実績で培われた技術を確立
し、漏水事故0件の信頼を獲得いたしました。

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 〒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
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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

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

