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水周りだけじゃない。玄関にも羽蟻が発生しやすい！

土間コンクリートと基

昆虫に対しては、極め

四月に入社した新人 りません。初めから優

しかし、それらすべ

諸君も、日々緊張感を れた働きをする人もい ては、天がもたらした

自分の持てる力をさら

それならば、必ず磨 に成熟させるための試

持って仕事に臨んでお ません。
り、あっという間に一

カ月が経ちました。新 き、必ず鍛錬すべきで 練であり、それを乗り

しい環境に慣れないこ す。決して能力や素質 越えることで徳を積む

ともあり、そろそろ疲 がないと自らを卑下し、ことになり、人生の大

れも出て来るころだと 学ぶ努力を怠ってはい いなる糧を得ることに

なるのです。だから、

昔から「若い時の苦 災難・困難を避けては

けないないのです。

たれず、さらなる上を 労は買ってでもせよ」 いけないのです。

しかし、ここでへこ

思います。

目指してもらうために、と言いますが、いつの
を紹介します。

者は苦労から逃げてば 事における次のような

今回は道元禅師の言葉 時代でも「最近の若い 全員は、日常生活と仕

そして、躍進の社員

が、シロアリ対策に関す 間は、基本的には別打ち を示す一方で、人間をは
ト同士に隙間が生じます。にはほとんど無毒という

「楽観

「玉は琢磨（たくま） かりいる」などと嘆き 共通認識があります。
により器と

主義で、

本格的なシロアリの季

なり、人は

羽蟻がでたら必ず床下点検から蟻害調査をはじめましょう。

躍進は、シロアリが出 節が到来しました。お問

仕事も人

やすく、見落としがちな です
落とし穴となります。シ

練磨によっ

を進もう」

生も大道
て仁となる」

笠井輝夫

というもので、たとえ

逃げていては何も変 悪いことが起きても、

精神とたゆまない行動

楽観主義こそ価値創

しかし、これは若者 を表しています。

歩んで行くことに大き

人は長い人生の中で、な意味があることを再

ぬ変化、辱め、悪口雑 改めて励ましたいと思

光り輝いている玉はあ 難に遭遇します。

世の中には初めから 言等、多くの災難・困 います。

れるのです。

で、輝かしい人間にな 様々な苦労や、予期せ 確認して、新人諸君を

初めて人品骨柄が上等

自らを磨き鍛錬して、 なのです。

て価値が出ます。人も を甘やかしすぎたせい り、価値創造の大道を

玉は磨くことで初め せん。親や社会が若者 造の人生そのものであ

なかれ」と続きます。 が悪いわけではありま

学道をゆるくすること

るべし。自ら卑下して す。

くべし、すべからく練 ろかもっと悪くなりま して行くという不動の

心より利なる。必ず磨 わりません。それどこ すべて善の方向へ転換

より光有る、誰人か初

（いずく）の玉かはじめ の声が聞かれます。

㈱躍
進
代表取締役

ロアリは、暗く湿ってい てしまった現場には、殺 い合わせはお気軽に。
い場所を好むため、玄関 も高い天然

の防蟻剤を

スロイド系

を含むピレ

の土間コンクリートの下 ピレトリン

http://www.yakushin.jp

として「何

るだけでなく比較的温か 蟻効果が最

え、玄関は羽蟻が発生し 侵入し、蟻害を及ぼすの 最大の長所だからです。

浴室などの水周りに加 この隙間から上がり框に 特性が、ピレスロイドの

ています。

るお問い合わせが集中し になるため、コンクリー じめとする、「温血動物」

ンペーンの真っ最中です 礎の立ち上がり部分との て微量でも高い殺虫効果

ク」のスプリング・キャ

フォーム提案「足場パッ 所になってしまうのです。んでいます。

躍進では、現在総合リ などは、居心地の良い場 用いてシロアリ駆除に臨

本格的 な季節到来！

シロアリ対策 の

スプリングキャンペーン

躍進

頒価：216円（送料込み）

笠井 輝夫
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₂面 平成27年度入社式 さらにフレッシュアップ!
₃面 国交省「安心居住政策研究会」の中間とりまとめを公表
₄面 住宅用下方放出型自動消火装置 スプリネックスミニ
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「百年企業」に向けて〝
人財
〟

平成 年度
入 社 式

を登用

そして、今年度は今年

フレッシュアップ ししまた！

さらに
躍進では、四月に平 成 若 手 か ら 業 界 の 大 ベ テ ラ
二十七年度入社式を開催 ンに至るまで重層的に採 の春に高校を卒業した新

飯田 美咲

で、ダンスを得意とし、

三年間有志として文化

経理部に配属されま 祭などでチームリーダ

人見知りせず明るい

してきました。

した飯田美咲（いいだ ーとしてダンスを披露
大宮武蔵野高校出身

みさき）です。

ところが長所で、仕事
でも「百点満点の評価」

 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！

なり、さらにフレッシュ

をいただける人財とな
るように日々精進して
まいります。
バドミントン部に所属
し、三年間県大会出場

鋳造品ではなく

27

昨年度より、二〇代 の を 図 っ て き ま し た 。

太賀 銀也

総務部に配属されま を目指して、部活に打
人見知りしない社交

した太賀銀也（たいが ち込んでいました。
ぎんや）です。

っています。明るく元

上尾橘高校出身で、 性が自分の長所だと思
気にがむしゃらに、何
事にも全力で挑戦して
まいります。よろしく
お願い申し上ます。
ラグビー部で活躍して
きました。体を動かす

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

躍進
いたしました（上写真）。 用し、幅広い戦力アップ 人三名が入社することに
アップ。ベテランから中
堅、若手に至るまで、質
躍進は、百年企業に向

の高い布陣となりました。
けて一歩一歩前進してい
ます。その主役たる〝人
財〟に大いに期待してく
ださい。

新人三名の決意のガッ
ツポーズ（左から星野雄
太、太賀銀也、飯田美咲）。

星野 雄太

技術部に配属されま ことが好きで、趣味は
運動をすることです。

した星野雄太（ほしの スポーツや筋トレなど
ゆうた）です。

岩槻北陵高校出身で、 人に優しいところが
長所です。しかし、自
分には厳しくあり、新
人なので出来ないこと
ばかりですが、日々精
進してまいります。

トグル制震構法

耐震性がアップ！

〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

腕

クレビス（回転支承部）

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
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（18）

（18）

（2）

躍進
月刊 住宅情報誌
2015 年（平成 27 年）5 月 1 日（金）

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

ていく予定です。

ました。その際、「二〇 備方針を検討してきた有

二〇年に大手ハウスメー 識者会議の中間とりまと

危険な空き家の

国土交通省は四月十三

判断基準案を提示
カーが新設する住宅の過 めを公表しました。
基本的な考え方として、 国交省

ードマップを提示する予 べきである」との方針が 心居住の拠点と位置づけ、日、適切な管理がされて

に、遅くとも年内にはロ を目指し、施策を検討す サ高住を高齢者などの安

を設立し、活動を強化し を持ち、できるだけ早期 半数がＺＥＨとなること
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﹁安心居住政策研究会﹂の
中間とりまとめ を公表

ゼロ・エネ住宅ロー 定です。
福祉サービスやコミュニ おらず周辺に危害を及ぼ
示されました。
ドマップを年内早期
委員会には、住団連、 ティー機能などを併せ持 す可能性がある「特定空
ＺＥＨについては、国

備えた面的な整備につい ップの検討を始めました。宅の平均でＺＥＨを実現 参加しています。

国は高齢化対策として、で一般から意見を募集し

日常生活圏で医療・介護 ています。

空き家については、五

ビスと住まいを一体的に 月二十六日の空き家対策

・予防・生活支援のサー

提に、多様な世帯がコミ 進していきます。それを 験者などで構成する検討

国土交通省は四月十五 す。そのための中心的な 準備が進められています。

提供することを目指しま 特措法の完全施行に向け

を
総合資源エネルギー調 「拠点型サ高住」
推進へ 国交省

健康、快適に「自己実現」位で住宅、人、コミュニ 日に初回の会合を開き、 員会では、ＺＥＨ普及に

ュニティーの中で、安心、実現するために、地域単 委員会を設置。四月十六 査会の省エネルギー小委

地球環境への配慮を前 て日常生活圏を目安に推 住宅業界関係者と学識経 する方針としています。

公表しました。

会」の中間とりまとめを ービスなどの拠点施設を の普及に向けたロードマ 二〇三〇年までに新築住 省もオブザーバーとして

した「安心居住政策研究 コミュニティーや福祉サ ネルギー住宅（ＺＥＨ） な新築住宅をＺＥＨに、 グなどが参加。国土交通 いきます。

のエネルギー基本計画で ＪＢＮといった住宅供給 つ「拠点型サ高住」の整 家」等の是正措置に関す
具体的には、良好な住 に策定へ 経産省
日、今後の住宅政策の 方
向性と具体的な対策を示 空間の提供にとどまらず、 経済産業省はゼロ・エ 二〇二〇年までに標準的 者のほか、ベターリビン 備を市町村単位で進めて るガイドライン案を公表
しました。五月十二日ま

国土交通省は四月十 七 し て 示 し ま し た 。

国交省

国交省、中小建設事業者向けに
経営相談窓口を設置

国土交通省は4月13日、中小・中堅の建設業者と建設関連
業者を支援するため、経営上の課題や技術的な課題に関する
相談を受け付ける
「活性化支援相談窓口」
を設置しました。
「地域建設産業活性化支援事業」として行うもので、事
業者が抱える課題について各分野の専門家が幅広くアドバ
イスいたします。担い手確保・育成、生産性の向上に関する
モデル性の高い取り組みについては、継続的なコンサルティ
ング支援や上限300万円で計画実行段階の経費の一部を
助成する支援も行います。
対象は建設事業者を中心とした2社以上のグループ。必要
に応じて連携先の紹介も行います。
窓口は一般財団法人建設業振興基金や各地方整備局に
設置。専用のポータルサイトも開設されています。

すまい給付金申請期限、
引き渡し後1年3カ月に延長

蓄電システム導入する太陽光・
風力発電事業者に補助 個人も

再生可能エネルギーの買い取り制限の対象が拡大したこ
とを受けて、経済産業省・資源エネルギー庁は、再生可能エネ
ルギー発電事業者などが蓄電システムを導入する事業にか
かる経費の一部を補助する事業を開始しました。事業の実施
団体である一般社団法人環境共創イニシアチブ（東京都中
央区）
が同事業の予約申請受け付けを11月30日まで行って
います。交付申請の提出期限は12月28日となります。
対象となるのは、電力会社と受給契約を行う予定で、買い
取り制御が実施される可能性のある太陽光発電事業者と風
力発電事業者。
ただし、出力が10kW未満の太陽光発電事業
は対象外です。
これから発電を始める事業が対象。
また、蓄電
システムの要件もあり、蓄電容量が10kWh以上の場合が対
象となります。
個人の利用も可能で、個人の場合の補助率は2分の1以内。
補助の上限は、補助対象設備の蓄電容量1kWhあたり15万
円、
または新設する再生可能エネルギー発電設備1kWあた
り10万円のどちらか低いほうとなります。
1件あたりの上限は5億円となります。

も言及しています。

国交省は同省のホーム

行っていきます。

適宜、
情報提供を
と連携したサ高住整備に を開設。

て医療機関や介護事業者 策に関する情報サイト」

重度化などへの対応とし ページ内に、「空き家の対

このほか、要介護度の

拡充していく考えです。 り細かく示しています。

ック活用に対する支援も ある場合を指すのかをよ

また、こうした既存スト 体的にどのような状態に

（案）
では、具
制緩和も進めていきます。イドライン

高住）の整備に向け、規 されています。今回のガ

録するサ高住（分散型サ 恐れのある状態」などと

す。住戸毎に分散して登 著しく保安上危険となる

の空き家の活用も図りま まま放置すれば倒壊など

住宅団地のほか、戸建て された基本方針で「その

活用も進める方針を提示。 特定空家は、すでに示

に向けては、ストックの めるものです。

利用料・賃料の低額化 方に関する考え方をまと

して暮らせる場をつくっ ティーなどをつなぐ窓口 現状の共有などを行いま 向けた具体的なロードマ 日、サービス付き高齢者 機能としてサ高住の適切 今回、案が示されたガイ
ていくことを基本方針と となる「居住支援協議会」した。月一回程度の会合 ップの策定が必要とされ 向け住宅（サ高住）の整 な立地を誘導していく考 ドラインは、「特定空家」
の判断基準や措置の進め
えです。
国土交通省は、すまい給付金の申請期限について、住宅の
引き渡しを受けてから1年以内とする当初のルールを変更し、
1年3カ月に延長しました。確定申告時期にあわせて申請・問
い合わせが増加していることなどを考慮した措置です。
ただ
し、今後の実施状況によっては、延長措置終了時を同ホーム
ページで告知するとしています。
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つや消し高 弾 性 外 壁 塗 料

『ビュークリーンウォール』
「足場パック」
の人気商品。
「柔らかいのに汚れに
くい」性質が人気の秘密です。表層の硬質ナノ被膜
がトップコートを不要にしました。
さらに、塗膜表
層にナノビーズが配列され汚れをガードし、
ラジカ
ル架橋（紫外線効果による反応）
によって汚れを跳
ね返す強靭な鎧となっております。

薬剤容器
樹脂カバー
本体ベース

新 商 品 デザイン性溢れる外構工事、つや消し湿式外壁塗料に

加圧ガスボンベ

after

春の新提案

住宅用下方放出型自動消火装置

起動部

制御部

躍進

スプリネックス ミニ

ＬＥＤ表示部

躍進の総合リフォーム らにも対応します。住宅 にお任せください。お気

24時間いつでも監視し、就寝時でも火災を発
見して、避難する前に自動消火します。高齢者
や体の不自由な方が、火災から逃げ遅れても
安心です！

提案「足場パック」の ス の 「 外 」 も 「 内 」 も 躍 進 軽 に お 電 話 を 。

プリングキャンペーン で

は、外構工事とつや消 し

高弾性湿式外壁塗料『 ビ

ュークリーンウォール 』

などの既存商品に加え 、

新たに住宅用下方放出 型

自動消火装置『スプリ ネ

ックスミニ』（右下図２点）

をご提案しています。 火

災の感知、警報、消火を一

躍進

手に担う装置で、電池 内

臓式で施工も簡単。消 火

装置を取り付けて感知 器



before

左及び下の写真は、外構
を一新させた施工事例
です。美しいデザイン
の外構は、差別化を図り
資産価値をアップさせ、
豊かな街並みを形成す
る基本となります。

と放出口を接続するだ け

デザインで差別化を！

でＯＫ。新築・既築ど ち

月刊 住宅情報誌
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差動式スポット型
感知器
定温式スポット型
感知器

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。

放出口セット

躍進
では

数々の商品を常時
取り揃えております︒

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
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

社

躍進

躍進

お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
躍進

検索

〒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、土浦、栃木、仙台
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をクリックして下さい。

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
関連会社

株式会社

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

