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ハウスメーカーさま向けに

ＦＲＰ防水 の
勉強会 を開催

毎月、月末になると 分に得ることはできま フィードバックされた

思う事は「種まきと収 せん。収穫の時期にな データでもあるのです。

そこから考え抜いて、

躍進は、事業ごとに は、全然米ができてな 行動をさらに改善・改

穫を考えよう」です。 って、「おれの田んぼに

それぞれが自分たち いのです。しっかり種 の で す 。 売 上 を 見 て

部門が分かれています。い」などと嘆いても遅 革しなければいけない

の業績に対して、責任 まきをしてなかったの 「やった！」とか「う～

ンピタンスであるＦＲＰ 比べ数倍の強度と表面硬

訪問し、当社のコア・コ

です。

ます。ありがたいこと す。もし、目標の売上 らしたのか、徹底的に

して頑張ってくれてい まきをしたかが肝心で

んな自発的に日々努力

を達成していないのな 考えて、新しいチャレ

何がこの結果をもた

また、どのような種 けでは仕方ないのです。

防水の特長をご理解いた 度を持つ防水塗膜をつく

部門もあれば、よくな ればいけません。改善 せん。常に、挑戦し続

当然、業績のよい人、ら、何かを改善しなけ ンジをしないといけま

躍進では、弾性ＦＲＰ 対候性に優れ、表面に磨

い人、部門もあります。すべき行動は何か、何 ける意欲を燃やしてい
しかし、

なければ

スター」を用いており、 護層の塗り替えで防水性

こそ、日

だから

ダメなん
ですから、
これを見て、

尽くすという種まきよ

一方で、期待した通 って生み出されるため、

さあ、あなたなら、

ことにフォーカスし、 得ますか。自らの使命

責務を改めて確認し、

いずれにせよ、売上 未来の価値を創造する

売上という収穫を、十 の行動を変えるために ょう。

かりやっていなければ、という数値は、その後 種まきをして行きまし

きです。種まきをしっ

農業で言えば、種ま 継続しましょう。

なのです。

で、それがとても重要 て、さらに質を上げる て、どのような収穫を

行動をしっかりやる事 す。その行動を維持し どのような種まきをし

を生み出すための準備 しているという証拠で

売上、利益という価値 出来たら、いい行動を するしかないのです。

私たちにできる事は、りの収穫を得ることが 種まきをコントロール

は意味がないんです。

り喜んだりするだけで いけません。

ベストを
に関して、ただ怒った で、種をまかなければ という収穫は、

ありません。出た数字 くなるか、という観点 てはいけません。売上

一喜一憂しても仕方が を変えれば収穫が大き 々の仕事には手を抜い

笠井輝夫

売上という

リマスターＭ
0.4㎏/㎡

当日ご参集いただきまし 能を維持。お問い合わせ

リマスターＭ 0.7㎏/㎡
リマスターマット＃380
リマスターＭ 0.8㎏/㎡
リマスターマット＃380
リマスターＭ 0.7㎏/㎡

です。

リマスタートップ 0.3㎏/㎡

のは「結果」

リマスターＭ
（トナー）0.4㎏/㎡

たみなさまに、新築に限 は躍進までお気軽に。
らず一〇年目で延長保証
工事を施し、お施主様と

下地

の繋がりを継続させるこ

http://www.yakushin.jp

頒価：210円（送料込み）
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複層防水システム「リマ 耗が生じた場合でも、保

開始いたしました（写真）。性、耐磨耗性、耐薬品性、

だくための出張勉強会を ります。耐酸性、耐衝撃

軽量で、他の防水材に

を負っているので、み が悪いだけなのです。 ん」とか言っているだ

他の工法に比べても納まりの良い複層防水システム

躍進は一〇月八日より、とができるメリットを再

FP-330
又はFP-110
0.2㎏/㎡

ハウスメーカー各位をご 認識していただきました。

躍進のコア・
コンピタンス

躍進

編 集・発行人
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₂面
不動産ソリューションフェアに出展
₃面
₄面 大規模木造建築物の補助対象事業を募集開始
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駐輪場システム、オートロックに人気
第 15 回

躍進は、一〇月一〇日 ド）」や、資産価値アッ パート、公共駐輪場に最 番号を認証コードとして
、十一日

の両日、東 プを目的とした「足場パ 適の駐輪場システムでは、識別し、高度なセキュリ

れた「第一五回不動産ソ ン）」をはじめ、戸建て した。二段目への駐輪も 宅やテナントビルのエン

リューションフェア」（㈱ から大型物件まで手がけ 女性が片手で楽に収納で トランス、オフィス・工
進する、躍進のこれまで から自転車を取り出した などの時間管理に幅広く

ビル経営研究所主催）に 百年企業実現に向けて邁 きます。さらに、二段目 場の入退出管理、保育園

出展いたしました。
間いらずです。

後付けオートロックで、

 048―688―3388
強度に優れた鍛造品を
 048―680―7615
使用しています。
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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。
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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！

七月の「賃貸住宅フェ にない多角化が本格的に 後はオートリターンで手 ご利用いただけます。

鋳造品ではなく

ア」に続き、新生・躍進 展開されています。

平置きポート、傾斜式、テンキーはもちろん、専
前輪式、スライドラック、用カードキーや、Ｓｕｉ

の象徴ともいうべき大規

模事業について、数々の

下段固定式、下段スライ ｃａ、ｎａｎａｃｏ等の

駐輪場システムに
注目

登録、登録削除も簡単

今回、特に注目された ド式、さらには時間貸し カードでもオープン。

ご提案をさせていただき、

新たなお取引に結びつく

のが、駐輪場システムと、システムなど、お客さま

これらの商品を用いた 無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）のニーズに合わせた駐輪 で鍵を持ち歩く必要なし。

ことができました。

集合住宅の
セキュリティー対策とし
て入居率アップに効果が

します。

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

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

総合リフォーム提案「足 を利用したセキュリティ 場システムをご提案いた 戸建は勿論
まず、マンション、ア

トグル制震構法

耐震性がアップ！

（金）

場パック」の大型物件版 システムです。

あります（三面に続く）。

施工例（上）と Suica（右上）
、
nanaco（右下）

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

（木）

京ビッグサイトで開催さ ッ ク Ｒ （ リ ノ ベ ー シ ョ スペース削減を実現しま ティ認証を実現。集合住

平成25年10月10日㊍〜11日㊎ 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
「足場パックＧ （グラン

セキュリティ
システムも好評
無線ＩＣタグを利用し
たアクセスコントロール
装置『Ｆリーダー』は、
無線ＩＣタグの持つ固有

駐輪場システムは高い注目度を確保した

（2）
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に出展し
ました!!

不動産ソリューションフェア

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

2013 年（平成 25 年）11 月 1 日（金）
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（二面より続く）
とによって、どの位置ま

また、冬季はコーティ を一％以下に減少させま で安全です。

大規模物件向け
制震装置の決定版

『 ト グ ル 制 震 装 置 』（ 増

無機系木材保存剤『モ 幅機構付油圧制震ブレー

木材保存剤にも
注目

このほか、タイル・外 で樹脂が注入されたか判 ングが温熱バリアーとな す。
り、室温の外部流出を防

また、エポキシ樹脂は ぐ効果も発揮するため、

壁補修の新工法「浮き壁 断します。
圧着工法」や、遮熱塗料

『 ク ー ル セ ー ブ Ｈ Ｇ 』、 タイル素地に付着すると 一年を通して温熱電気エ
防蟻薬剤『モクボーペネ なかなか落とすことがで ネルギーを約二〇％以上

と１本のオイルダンパー

主剤が無機物のホウ素 で構成されています。て

目されました。

ザ ー ブ 』、 増 幅 機 構 付 き きませんので、広範囲に 削減する効果を、実験で クボーペネザーブ』も注 ス）は、２本のトグル腕
それは、クールセーブ

油圧制震ブレース『トグ タイルを養生する方法が 得ています。
ル 制 震 構 法 』、 ホ ー ム エ 必要となってきますが、

養生完了で、たった一つ

これは、金属酸化物に

塗布します。乾燥すれば だからです。

グル機構によりオイルダ

木部に使用すると、薬 ンパーの機能も向上しま

効果が維持できます。

いて、塗装と同じ要領で コーティングシステム」 解や揮発性もなく長期間 エネルギーを吸収し、ト

レベーターなどをご案内 剥離型養生フィルムを用 ＨＧが「熱線吸収型遮熱 系化合物であるため、分 この原理で効率よく地震
しました。

従来の欠点を
克服した新工法

吸収し、内外温度差によ 部へ拡散し、防腐層を形

◇

◇

。
の工程でタイルを樹脂汚 より、日射熱をガラスが 剤が水分を介して木材内 した（前ページ広告参照）

これらの商品は、展示

臭いがほとんどなく、 会にお越しのお客さまに

り屋外へ日射熱を再放出 成します。
し、室内への流入熱量を

減少させるからです。ま ＶＯＣの心配もありませ も大いに認められました。

ガラスコーティングシ た、紫外線吸収能力によ ん。自然界に普通に存在 お問い合わせは躍進まで

窓に塗るだけの
遮熱塗料

「浮き壁圧着工法」
では、れから守ります。
溶剤を使わず流動性、含
浸性に優れたエポキシ樹
脂注入剤を用います。こ
れまでの樹脂注入剤に比

較しても、さらさらした ステム『クールセーブＨ り室内への紫外線透過率 するホウ素系化合物なの お気軽に。
液状で、浮き壁内部の末 Ｇ』は、既存建築物のシ
端まで樹脂が行き渡りま ングルガラスに塗布する
だけで、単層ガラスが複
さらに、注入したエポ 層ガラスと同じ断熱効果

す。

キシ樹脂の上から面で押 を得られることになり、
さえつけ、末端の細部に 夏季はエアコン等の空調
まで樹脂を行き渡らせま をしなくても約三℃室温
す。浮き部分を全面的に を下げる効果を発揮しま
そのため、施工依頼が

圧着させる役割と、目地 す。
によってできた開口部か

ら注入剤が抜けてしまう 続々と寄せられ、多くの

の現場の施工例ですが、

下の写真は、上尾市内

可能性がある場合のスト 実績を上げています。
ッパーの役割を果たしま
す。

「 浮 き 壁 圧 着 工 法 」 は 、ロ ー ラ ー に よ る 塗 布 で
下部から注入した樹脂が 「断熱ガラス」に早変わ
上部金具から浸み出るこ りします。

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

ファーストアローズ

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）

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

エネファームやエコウ

株式会社

ィルなどを設置する住宅

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、土浦、栃木、仙台
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関連会社

も拡大しており、創エネ

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

住宅数に占める割合は二

048―688―3388 048―680―7615

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

関連会社

株式会社

〇一二年度は八％でした。

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

をクリックして下さい。

時点の木材利用ポイント た。

検索

の申請状況を公表しまし

躍進

太陽光発電と併設する

「ダブル発電」は四％。

二〇二〇年度にはそれぞ

躍進

た。九月単月の申請件数

は、木造住宅の新築と内

二〇一二年度の創
エネ住宅四二・四
万戸 富士経済調べ

富士経済（東京都中央 れ二四％、一〇％に拡大

では

躍進

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
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大規模木造建築物 の
募集
補助対象事業 を開
始

国土交通省は十月十八 木造化または、建築物の 装・外装木質化を実施し

日、地域での木造住宅生 内装・外装の木質化が対 た人からの申請が一二三

累計では、二〇一二年

産体制を強化するための 象。応募期間は十一月十 六件、木材製品とストー 区）が実施した調査によ する見通しです。

補助事業「木造建築技術 八日（必着）まで。来年 ブの購入者からの申請が ると、二〇一二年度の創

先導事業」の対象プロジ 一月下旬頃に採択プロジ 二五〇件であわせて一四 エネ住宅は前年度比四九 度が前年度比三五・七％

からの累計申請件数は、 でした。そのうち太陽光 創エネ住宅の普及率は三

木造住宅の新築と内装・ 発電を設置する住宅が九 ％まで伸びました。二〇

ェクトの募集を開始しま ェクトを決定する予定。 八六件でした。制度開始 ・八％増の四二・四万戸 増の一六〇・三万戸で、

した。今年度では二回 目

躍進

数々の商品を常時
取り揃えております︒

社

国交省

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
営業所の所在地
士／司法書士／ファイナン
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

となります。

中小企業庁は、企業や個人事業者で発注等の契約業
務を担当、管理する人を対象にした
「消費税転嫁対策特
別講習会」の2次募集を開始しました。申し込みは「消
費税転嫁対策特別講習会」
ウェブサイトから。
2次募集分は11月1日から開催。1次募集分では開
催されなかった32県を含む全国で開催します。消費税
転嫁対策特別措置法の説明を中心に、消費税の転嫁を
円滑に進めるためのポイントを解説します。参加費用
は無料。

外装木質化が一六六二件、六％を占めました。二〇 二五年度には累計で一一

「消費税転嫁対策特別講習会」、
2次募集を開始

同事業は先導的な設 計

経済産業省は、消費税の適正な転嫁に向け、10月2
日付で省内と各地域の経済産業局などに「消費税転嫁
対策室」を設置しました。各室合わせて約500人の転
嫁対策調査官を配置し、書面調査などを活用しながら、
「下請けいじめ」
などを取り締まっていきます。
同日から消費税転嫁の講習会も全国で開催。弁護士
などが講師として登壇し、法律の要点や具体的な取り
組みの事例を紹介しました。

木材製品とストーブの購 二五年度には創エネ住宅 七六・二万戸、普及率は

経産省、消費税転嫁で「対策室」
を設置

（4）

木材利用ポイント
申請数、九月単月
で約一五〇〇件

中小企業庁は10月8日、10月1日に施行された「消
費税転嫁対策特別措置法」
の内容を、中小企業・小規模
事業者向けに分かりやすく解説したパンフレットを作
成し、同庁のホームページなどで公表しました。中小企
業庁・各経済産業局、各地域の商工会・商工会議所・中
小企業団体中央会・商店街振興組合連合会で配布もし
ています。

木材利用ポイント事務 入が四〇〇件で、あわせ が年間一〇〇万戸を突破 二三％まで伸びると予測

中小企業庁、小規模事業者向け消費税の
手引き書を公表

・施工技術を導入する 大

政府は10月1日、来年4月1日に消費税を8％に引き
上げることを決定しました。安倍晋三首相は首相官邸
での記者会見で、税率の引き上げによる経済の落ち込
みを回避するための経済対策を12月上旬に発表する
と話しました。規模は5兆円。住宅取得に伴う増税分の
負担を軽減するための給付措置や住宅ローン減税を盛
り込みます。

躍進

規模木造建築物の建設 を

消費税率８％引き上げ閣議決定施

支援するもの。建築物の 局は一〇月七日、九月末 て二〇六二件となりまし すると予測しています。 しています。
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