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しかし、人によって
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の本性が善ならば、必

悪いことは教訓として あるとしています。人

第九四条に「人は須 捉えるべきです。

します。

一年を通して、家全体を

最も高く、建物の経年変

らく地道（ちどう）を

このように、学ぶ心 ず教育の効果が現れる

守るべし。地道は敬に を常に持ち、自分を磨 と説いています。

こうした考えを踏ま
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さらに、もう一つ、 員教育をすることが重

を慎むという姿勢です。す。四端とは、

あり、人を敬い、自分 についてもご説明しま え、我々も原点に立ち

は天道に対する言葉で 孟子の唱える「四端」 要です。新入社員を迎

としています。地道と

人は地道を守るべき のです。

くるのみ」とあります。継続することが大事な え、リーダー、幹部は、

在り。順にして天に承 き鍛えるための勉強を

ます。その最も大きな原 ミックをコーティングし

これから、シロアリや

炭』もご利用ください。

も早い対策のお手伝いを
ままで何年も放置すれば、 足場パック「スプリン

謙虚な精神で生きる、 一・惻隠
（そくいん）
の がら、学ぶ心で自己変
分な耐力を維持すること い合わせ、お申し込みは

それは天の道理に従っ

はあわれ痛む心）
。

心 は 仁 の 端 な り（ 仁 革の価値創造を実現し

て参りましょう！

て身を修めるというこ
って人命が失われること

ができず、家屋倒壊によ 躍進までお気軽に。

返り、自らを鼓舞しな
大きな地震に対して、十 グキャンペーン」のお問

しかし、気が付かない 躍進がいたします。

ありません。

きなり家が潰れることは 季節を迎えます。少しで

われたからといって、い 腐朽菌が活発に活動する

もちろん、蟻害に見舞

リと腐朽菌です。

因とされるのが、シロア た新素材の調湿材『飛騨

化によって徐々に低下し に保つため、炭素にセラ

また、床下を良い環境

生まれ変わらせることで、耐震性は新築時の評価が たしているのです。
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₂面 総合防水に多数のご依頼、お問い合わせ！
₃面 2015年度の標準家庭の再エネ導入負担は月474円に
₄面 SSダンパーevoltz
（エヴォルツ）
月 刊

2015 年（平成 27 年）4 月 1 日（水）

躍進
月刊 住宅情報誌
（1） 第 148 号

躍進のリフォーム総合 膜不足や入隅・ジョイン 燃えにくい性質で、火災 いることにより、吹付後
提案「足場パック」では、ト部分の動きが大きい場 に見舞われ発火しても、 のタックフリーが三～一
戸建て向けのＦＲＰ防水 合に不安が残りますが、 燃え続けることなく自然 〇秒、歩行可能は一五～
三〇分を誇る「超スピー
ド施工」を実現しました。
このように「総合防水」
を様々にご提案していま

新提案の「ウレタンス す。お気軽にお問い合わ

「超スピード施工」
を実現

とともに、ビルや集合住 ガラスマット二層に中塗 に消火します。
宅などの大型物件の新築 り、トップコートという
・リフォームにはウレタ 手順の場合、入隅部が四
ン、塩ビシート防水のお 層になるため安心です。
ドレーン部分には「サ

 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！

ンドウィッチ工法」を採 プレーシステム」は、無 せください。

鋳造品ではなく

問い合わせ、ご依頼も多

用し、躯体の動きに追従 溶剤タイプの超高速硬化
用のスプレーマシンを用

して破断、ひび割れ、剥 型ポリウレタン樹脂と専
離を防ぎます。

ウレタン施工

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

数寄せられています。

漏水事故ゼロの
信頼
躍進のコアコンピタン

下地を撤去せずに
施工
塩ビシートの最大の特

トグル制震構法

耐震性がアップ！

スであるＦＲＰ防水は、
一級防水施工技能士によ
る信頼の施工管理と、当

社独自の２ＰＬＹ＋ドレ 長は、柔らかくて曲げや

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）

ン部の「サンドウィッチ すく、施工しやすいこと。
創業以来五万棟以上の ど下地を撤去せずに施工

工法」が最大の特徴です。さらに、既設の防水層な
施工実績で培われた技術 できるので、改修工事に
により、漏水事故ゼロ件 は最適です。
の信頼を獲得しています。 色も豊富で、軽量であ

塩ビシート施工

after
after

ガラスマット一層の場 るため建物に対する荷重

➡

合では、立ち上がりの塗 負担が軽くて済みます。

ＦＲＰ新築施工

after

➡
before
before

➡
before

戸建てもアパートも
ビル・マンションも
すべてお任せください！

ご依頼、お問い合わせ！
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

イニシアチブ（ＳＩＩ、

中古住宅流通・リフォ 完了報告書の提出期限を

延長後の募集期間は二

東京都中央区）は三月十 ーム市場の活性化に向け、延長しました。

三日、二〇一四年度補正 任意の住宅瑕疵担保責任

合は同三三円とします。 予算の「既築住宅・建築 保険の利用を促すととも 〇一六年一月二十九日

以上の区分は時

一般公募の受付は四月

表しました。

同補助金はエネファー

また、保険や性能評価 住宅で最大四〇万円、新

査の合理化を進めます。 ムを導入する場合、既存

、二七円 入促進事業」の概要を公 しい商品の開発や保険検

ダブル発電の場合はそれ 物における高性能建材導 に、延長保証保険など新 までとなります。

一〇
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また、二〇一五年度の

二〇一五年度 の標準家庭 の再エネ導入
負担 は月四七四円 に 二〇一四年度 の二倍超

経済産業省は三月十 九 超 に 跳 ね 上 が る こ と に な

kWh

の買い取りによる電力会 三〇〇／ 月を使用する 制度の買取価格を、太陽 六月三十日までは同二九 分の一で、一戸あたりの も専門家による相談が受 補助が受けられます（タ

日、再生可能エネルギー ります。標準的な家庭で 再生可能エネルギー買取 期により差をつけます。 三十日まで。補助率は三 を利用していない住宅で 築住宅で最大三五万円の

kW

経産省
ると発表しました。二〇 ーの導入が想定以上に進 変えます。装置ありの場
あた
kWh

２、長 期優良住宅化リフォーム推進事業におけるインスペクター
講習の団体登録申請
登録後、木住協リフォーム診断員は 同事業においてインスペク
ション業務を行うことができるようになります。

同事業は、ＳＩＩが認

ます。

新築住宅の瑕疵への対

検討していきます。

ます）
。

木造建築技術先導事
業の追加プロジェク
トが決定

国土交通省は三月九日、

担保責任期間の途中とい 術先導事業の追加採択プ

選ばれたのは、一般社

中古流通・リフォーム 団法人日本ツーバイフォ

分野で関連事業間の連携 ー建築協会による「枠組

していきます。

同事業は新しい木造工

棟」の二つとなります。

拡大のためのＣＬＴパネ

会による「木質材料需用

られません。

エネファーム補助金 ルの特質をいかした試作
募集期間が延長

しました。

金の募集期間と補助事業 募がありました。

まとめ、三月十三日公表 ファーム）導入支援補助 追加募集には、六件の応

あり方に関する報告書を 度民生用燃料電池（エネ 実験棟の整備が目的です。

住宅瑕疵担保履行制度の はこのほど、二〇一四年 化の検討のための木造の

国土交通省はこのほど 普及促進協会（ＦＣＡ） 法の性能把握、施工合理

一般社団法人燃料電池

中古・リフォーム市
場の活性化に保険活
用を促進

て同補助金の交付は受け についても継続的に検討 般社団法人日本ＣＬＴ協

住宅ポイント」と重複し 関連のサービスとの連携 棟プロジェクト」と、一

国土交通省の「省エネ のあり方や損害保険など 壁工法六階建て実大実験

募集は二次までです。

から下旬を予定。建材の

で。二次募集は五月上旬 討することとしました。

は一次募集が四月十日ま 蓄積しながら継続的に検 た。

対象となる建材の募集 うこともあり、データを ロジェクトを発表しまし

で予定しています。

事が対象で、四次募集ま 水準は、一〇年間の瑕疵 二〇一四年度木造建築技

供託保証金や保険料の

高性能建材リフォー 定した高性能な断熱材や 応で事業者に対し資力確
ム補助 一戸あたり 窓を使ってリフォームを 保を義務化する措置は現
の上限一五〇万円
行い、断熱性能を一定以 行制度を維持します。

未満の区分に買い取り 円とします。

非住宅の太陽光発電を を制御する出力抑制装置

度は一・五八円／ とす 中心に再生可能エネルギ 設置義務の有無で価格を

金」の単価を二〇一五 年

用者に負担させる「賦 課 す 。

社のコスト増を電気の使 場合、四七四円となりま 光発電については、一〇 円、七月一日以降は二七 上限は一五〇万円となり けられるような仕組みも イプにより上限が異なり

kWh

日本木造住宅産業協会（＝木住協、東京都港区）は、中古住宅
kWh
取 得 ＋リフォームを 安心して 実 施 で きる環 境 づくりをめざして
2013年に創設した「木住協リフォーム支援制度」の内容を拡充 。
会員以外でもリフォーム診断員講習を受講できるようにするなど、
いくつかの変更を加えました。
同制度は、住宅リフォームにおける営業・技術・運用に関する仕
組み・ツール・ 情報を提供することで、登録事業者のリフォーム業
務を支援するもの。協会設立30周年を前に制度のさらなる普及を
図るため、新たに次の4項目に取り組みます。

一四年度の賦課金単価は んだことなどを要因とし 合の買取価格は１

１、
「木住協リフォーム診断員」の受講条件に特例措置を新設
リフォーム診断員とは、木住協が主催する技術研修を受講し考
査に合格すると、同制度に基づく中古住宅の調査・診断業務を実施
できる人材のことです。
従来は正会員にのみ受講資格がありましたが、今回その門戸を
広げ、正会員からの紹介状があり一定の条件を満たせば、会員以
外でも診断員講習の受講が可能になりました。ただし「登録事業
者」としては扱いません。

一般社団法人環境共創 上の水準に引き上げる工
４、実務者向けリフォームセミナーの開催
「実務者向け・木住協リフォームセミナー」を東京・大阪で開催し
ます。内容は、リフォーム相談事例から学ぶ顧客対応、同制度の
概要など。会員以外の参加も可能です。

kW

り三五円、装置なしの場

３、特許取得済みの「合成接着梁構法」の技術提供
既存梁の下に新しい梁を添えて接着し高強度の合成梁をつくるこ
とにより、既存の梁を支えていた壁・柱を撤去できる工法を提供す
るものです。技術講習会を受講すれば利用することができます。

kWh

〇・七五円／ で、二 倍 て 説 明 し ま し た 。

木住協がリフォーム支援制度を拡充、
非会員向けの支援も
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躍進では、今春より、 するのは初めてとなりま 揮します。そして、地震 は設置されにくいものと
地震の衝撃をダンパーで すが、自動車ダンパーに の衝撃を半分にして、揺 な っ て お り ま す が 、『 ｅ
吸収する木造住宅用制振 採用している衝撃吸収の れ幅を減らします。繰り ｖｏｌｔｚ』は、コンパ
装置の新商品として、『Ｓ ノウハウを住宅用制振装 返し作動しても性能は維 クトで設置の自由度が高
Ｓ ダン パーｅｖｏｌｔｚ 置に応用し、他の追随を 持され、振動エネルギー い設計になっています。
上下逆さまでも、水平

これは、高層ビル用ダ でも、どんな姿勢におい

揺れから高い減衰力を発 イリニア特性」を再現し す。木造軸組工法や２×

最大の特長は、小さい ンパーの特徴である「バ ても同じ効力を発揮しま

ｖｏｌｔｚ』
上写真は設置 います。

（ エ ヴ ォ ル ツ ）』（ 以 下『 ｅ 許さない性能を確保して を吸収し続けます。
例）
をご案内いたします。

小さい揺れから
た も の で 、『 ｅ ｖ ｏ ｌ ｔ ４工法などあらゆる木造
揮
するところです。
高い減衰力を発揮
他の制振装置は、揺れ ｚ』は、高層ビルで主流 住宅の新築だけでなく、

いまや大地震から住宅
を守るために、制振装置
は欠かせないといっても

ファーストアローズ

これは、世界的な自動 （衝撃）が強くなってから となっている制振ダンパ 既設住宅の耐震リフォー
車用ダンパーメーカーと 減衰力が効き始めますが、ーの小型化に成功したも ムや、古民家や寺社など
「 バ イ リ ニ ア 特 の歴史的建造物にも極め
して知られているドイツ 『 ｅ ｖ ｏ ｌ ｔ ｚ 』 は 、 小 の で す 。

取得しています。

を発揮し、大きな揺れま 制振装置の技術の特許を

・ビルシュタイン社が製 さな揺れの段階から効力 性」を有した木造住宅用 て有効です。
造したものです。

例えば３メートルの長

同社は主にスポーツカ で瞬時に吸収します。
ーや高級車向けのダンパ

コンパクトで
過言ではありません。
設置の自由度が高い 『ｅｖｏｌｔｚ』はまさ
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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

株式会社

関連会社

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

ー等を製造しており、木 さの柱の柱頭が３～４ミ

一般的に、制振装置は に理想的な制振装置です。

048―688―3388 048―680―7615

ヤクシンジャパン

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

株式会社

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

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、土浦、栃木、仙台

壁を利用して設置される お問い合わせは躍進まで

では

数々の商品を常時
取り揃えております︒

躍進

ため、開口が多い南側に お気軽にお電話ください。

様々なテストをクリアし高い性能を確保

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
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）

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

造住宅用制振装置を製造 リ揺れた時点で効力を発

SSダンパー

をクリックして下さい。

検索

躍進

躍進

エヴォルツ

木造住宅用制振装置

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

地震の衝撃を２分の１に軽減
躍進 春の新商品
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