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ウレタン施工

に

今月も、前月に引き はだめだということで その目的を明確にする

続き、幕末の思想家・ す。そして、志を忘れ ことが大事なのです。

そうして、真摯に仕

た「誓願」は、最後ま 上げた仕事は、やはり

教育者である吉田松陰 ることなく、一度決め
の言葉を紹介します

そこには、心という

「それ重きを以て任 で諦めずにやりきるこ どこかが違います。

と為す者、才を以てた とで、目的は達せられ

ものが表れています。

日々の仕事というも 何をおいても、心こそ

！

のみと為すに足らず。 るとしています。

以 て 気 を 率 い 、 黽 勉 も早く慣れなければい

とかく、ベテランと

これを現代語訳しま すぎてもいけない。
すと次のようになりま

の志を鍛え磨き、日々

そして、常にあらゆ

臨むことが肝要です。

こと」に

る「善き
「重要な

を持てる
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対し、感
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のプロになることがで

みなさんも、初心を

やはり、「初心忘るべ きるのです。

その上で、何のために ェッショナルになって

歩行可能は一五～三〇分 でお気軽に。

ックフリーが三～一〇秒、 お問い合わせは躍進ま

ことにより、吹付後のタ 工」を実現しました。

スプレーマシンを用いる を 誇 る 「 超 ス ピ ー ド 施

即ち、やっつけ仕事 仕事をしているのか、 ください。

できるのである」

より、達成することが べきであるといえます。貫徹して、真のプロフ

って仕事に励むことに 何でも「初志貫徹」す 忘れることなく、初志

奮い立たせ、本気にな からず」であり、何が

とを考えて、気持ちを

しているのかというこ があるのです。

めにそのような仕事を ように気をつける必要 テランになり、プロ中

である。必ず、何のた っつけ仕事にならない でき、本当の意味のベ

りとするようでもだめ する人ほど、意外にや 自分に向き合うことが

である。知識などを頼 のプロ中のプロと自覚 ます。そうすることで、

りとするようではだめ 呼ばれる人や、その道 人間でありたいと思い

ばかりを頼

者は、才能

仕事をする

す。

それには、常に自分

に足らず。必ずや志を のには、もちろん一日 大切なのです。

のＦＲＰ防水既設施工と

ドレーン部分には「サ
合では、立ち上がりの塗
膜不足や入隅・ジョイン ンドウィッチ工法」を採

ト部分の動きが大きい場 用し、躯体の動きに追従 新提案「ウレタンスプレ
合に不安が残りますが、 して破断、ひび割れ、剥 ーシステム」は、無溶剤
タイプの超高速硬化型ポ
ガラスマット二層に中塗 離を防ぎます。
また、ウレタン施工の リウレタン樹脂と専用の
り、トップコートという

しかし、同時に慣れ 新たな気持ちで仕事に

（びんべん）に従いて けません。

躍進のコアコンピタン

られています。
スであるＦＲＰ防水は、
当社独自の２ＰＬＹ＋ド
レン部の「サンドウィッ
チ工法」が最大の特徴。
創業以来五万棟以上の施
工実績で培われた技術に

after

しかるのち可なり」

➡

信頼を獲得しています。 手順の場合、入隅部が四
ガラスマット一層の場 層になるため安心です。

after

ウレタン防水にご依頼、

➡

お問い合わせが多数寄せ

なかでも、戸建て向け

知を以てたのみと為す

before

現在サマーキャンペーン

before

を実施中です。

提案「足場パック」では、

躍進のリフォーム総合

依頼・問い合わせ殺到

サマーキャンペーン

より、漏水事故ゼロ件の
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 048―688―3388
強度に優れた鍛造品を
 048―680―7615
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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

鍛造品を使用！

して取り付けることも可

鋳造品ではなく

躍進が今回ご案内する 本体（スタート／エンド 向で通信することにより お使いの補助錠部分を外

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

後付けのオートロック錠 タッチ部）に、タッチす ドアを解錠します。

さらに、ＦＯＢキーを 合は、ワンタッチボタン 源供給なので停電時でも

『セリュールプレミア』 るだけでも解錠できます。 部屋の中から開ける場 能です。乾電池による電
（写真右上）
は、クルマの

鍵と同じテクノロジーの 携帯し、ドアに一メート を押すだけで簡単に解錠 作動します。もちろん配
「セリュールスマートキ ル以内に近づけば自動的 できます。もちろん、サ 線工事は不要です。そし
間コールセンターが対応
引き戸や全面ガラス戸、いたします。

ドアに近づくだけで解 ーを持ち画面にタッチし ることも可能です。

ー」を搭載しています。 に解錠したり、ＦＯＢキ ムターンを回して解錠す て、トラブルには二四時
錠するＦＯＢキー（電池 てから解錠したりするよ

『セリュールプレミア』

ＦＯＢキーは一台につ 除き、ほぼすべてのドア のお問い合わせは躍進ま

式スマートキー）をカバ うに設定することも可能。極端に厚みのあるドアを
ン、ポケット等に持って

施工例）、現在

いれば、画面に触れるだ き五個まで登録できます。に 取 り 付 け る 事 が で き でお気軽に。
けで解錠できます。帰宅 本体とＦＯＢキーが双方 （写真左
時はパネルを軽くタッチ
するだけで簡単に解錠し
両手が荷物でふさがっ

ます（写真右下）
。
ていても、小さなお子様
を抱っこしたままでも、
カギがバッグの奥深くに
入り込んでしまっていて
も、指先ひとつでカギが
開けられます。
また、ＦＯＢキーを持
っていなくてもテンキー
で解錠可能。四桁から一
二桁の暗証番号をテンキ
ー操作で入力すれば、簡
単に解錠できます。もち
ろん、ＦＯＢキーを持ち、

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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クル マ の 鍵と同じテクノロジ ー の オ ートロック 錠

セリュールプレミア

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

既存住宅街区の
スマート
ハウス化 へ補 助 事 業

民間事業者が過去に 販 フ ォ ー ム の 四 社 、 対 象 と

直しに向けた勉強会を開
催しました。

また、国の補助（既築

既存住宅における再
住宅・建築物における高
エネ・省エネ補助を

性能建材導入促進事業）
この勉強会は個別の論
東京都
開始
ンに変えていくものです。対象となる工事は今年六 点について掘り下げて情
を受けて省エネリフォー
民間の技術力や営業力と 月十五日以降の契約分で、報を共有するのが目的で、 東京都は七月一日、省 ムを実施すること、補助

県の信用力を合わせたビ 補助金申請書の期限は二 見直しの検討を行ってい エネルギーのさらなる進 対象の住宅にＨＥＭＳ等
ジネスモデルとして構築 〇 一 六 年 二 月 二 十 九 日 る社会資本整備審議会の 展、再生可能エネルギー を導入することも要件と

補助制度の内容は、一

業」に取り組んでいます。グループ、パナホームリ します。

合計一〇〇万円とし、各

売した分譲地の中から選 なる一九の街区が選定さ 戸当たりの補助限度額を
同事業は、民間事業者 対象施設の上限額内で費

定される「ミニエコタ ウ れ ま し た 。

ン・モデル街区」でエ コ

アットホーム調べ

中古購入者の半数以上が
「新築と迷わず」購入

Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ住研調べ

賃貸居住者の7割超が
機能性に不満

同日の勉強会では個別 太陽エネルギー利用機器 た省エネリフォーム」で

国の補助と合算して、費

住宅のストックマネジメ エネ促進事業）を開始し 五万円）を補助します。

ントが取り上げられまし ました。

要件です。

不動産情報サービスのアットホーム（東京都大田区）
は7月9日、5年以内に首都圏（1都3県）の自宅を「売却
した人」295名と、中古住宅を「購入した人」386名を
対象に、売却・購入時における“売り手” と“買い手”の
気持ちに関する調査の結果を発表しました。
中古住宅購入者への調査では、
「住宅購入時に、新築
を買うかどうか 迷いましたか？」という問いについて、
「はい」が35.8％だったのに対し、
「いいえ」は54.1％
と半数を超えました。中古物件を買おうと思った理由で
は、
「立地が良かったから」
（34.7％）、
「新築よりも安
かったから」
（29.3％）、
「リフォームすれば良いと思っ
たから」
（11.1％）が上位に入りました。今の自宅は「良
い買い物だった」と思っている人は69.7％でした。
住宅売却者への調査では、
「住宅購入時から将来自宅
を売却することを予定していましたか？」という問いに対
し、
「はい」が22.0％、
「いいえ」が52.5％でした。自宅
を売却した理由は、
「もっと良い住宅へ住み替えしたかっ
たら」、
「もっと良い場所へ住み替えしたかったら」が合
わせて6割超。続いて「家族が減って広い家が必要なく
なったから」、
「収入が減ったから」「親または子供と同
居するため」といった理由が見られました。売却価格に
満足している人は37.6％でした。
同調査の実施期間は今年6月12日から6月15日。調
査方法はインターネットリサーチによるものです。住宅売
却者の内訳は、
マンションが62.4％、一戸建てが37.6％、
中古住宅購入者の内訳は、
マンションが67.6％、一戸建
てが32.4％でした。

ＬＩＸＩＬ住宅研究所（東京都江東区）
は、賃貸のアパー
トやマンション、公営住宅に住む全国の既婚女性750人
を対象に、現在の住まいへの不満点や賃貸住宅を選ぶ際
の必須条件について、5月28日から6月2日に調査した結
果を公表しました。現在住んでいる賃貸住宅の機能性に
ついて質問したところ、
「不満点がある」が75.7％、
「特に
不満点はない」が24.3％となりました。賃貸住宅の形態
別に見ると、アパートに住んでいる人の不満が高く80.6
％でした。
現在住んでいる賃貸住宅の機能性について不満を持つ
568人に、
どのような点が不満か尋ねた問いで20％以上
の比率となったものは、
「上階の足音や声が響く」が27.5
％、次いで「断熱効果が弱く、夏暑く、冬寒い」が24.8％、
「風通しが悪く、湿気がこもり、
カビがはえやすい」23.6％、
「壁が薄いため、隣室や外の音がうるさく、室内の音も外
にもれる」23.1％でした。上階の足音や隣室の音など、防
音（遮音）
に関わる項目が上位に入っています。
賃貸住宅を選ぶ際の、選択の必須条件についての問い
では、
「風呂とトイレは別室になっていること」が68.8％、
「内装がきれいであること」が58.3％、
「ベランダ・バルコ
ニーがあること」が52.0％、
「駐車場があること」が47.9
％、
「部屋の防音効果が高いこと」
が45.5％と、
すべて40
％以上となっています。

三月三十一日までです。

申請期間は二〇一七年

ます。

有者、管理組合等となり

住宅または集合住宅の所

機器等を設置する戸建て

補助対象は、補助対象

の設置が可能です。

いずれか一つまたは両方

陽光発電と太陽熱利用の

万円）を補助します。太

あたり七万円（上限五〇

器の面積一平方メートル

用システムに対して集熱

一九・九万円）
、太陽熱利

ットあたり二万円（上限

太陽電池の出力一キロワ

「太陽エネルギー利用
活用方法や不動産業界の フォーム」と「太陽エネ
国交省
て勉強会
課題など市場の現状が報 ルギー利用機器の設置」 機器の設置」では、太陽
国土交通省は七月十四 告されました。
を併せて行うことが補助 光発電システムに対して

合に一定額の補助が行わ 既存住宅街区をエコタウ を交付します。補助金の 日、住生活基本計画の見

リフォームを実施した場 と同県の協働で小規模な 用総額の二〇％の補助金

住生活基本計画見直
た。四人の委員から資料 「断熱性能の高い高性能 用の二分の一が補助され
し 住宅のストック
が提出され、既存住宅の 建材を活用した省エネリ ます。
マネジメントについ

事業「ミニエコタウン事 ウスリフォーム、ポラス 外の街区への展開を目指 なっています。

エコタウンプロジェクト」 われ、協働事業者として 取組成果をもとに協働事 〇一六年三月十八日のう 論点として今回の見直し 導入に対する補助（既存 は、リフォームに要する
の一環として新たな補助 アキュラホーム、積水ハ 業者によるモデル街区以 ち、どちらか早い期日と の根幹的なテーマである 住宅における再エネ・省 費用の六分の一（上限七

を推進するための「埼玉 モデル街区」の選定が行 県内各地に拡大し、その 完了三〇日以内または二

。補 助 金 住宅宅地分科会の委員が の利用拡大に向けて、住 なっています。
埼玉県は今年度、既存 れる制度として、今年六 するため、協働事業者を （ 埼 玉 県 に 必 着 ）
住宅のスマートハウス化 月に「ミニエコタウン・ 選定してプロジェクトを 実績報告書の期限は工事 任意で参加しています。 宅の省エネリフォームと
「高性能建材を活用し

埼玉県
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（写 真 ）を ご 提
躍進では、床下におけ シ ス テ ム 』
そして、近年の長雨や

るシロアリ・腐朽菌対策 案してまいりました。
として、毎年三月より床

内として捉えているため

コスト面をはじめ、特に

一台で二〇坪までの
です。そして、省エネや
床下を攪拌・換気
夏の住まい対策で湿気 寒冷地では快適な室内環

に入って『床下用攪拌・ 対策は特にやっかいなも 境づくりに欠かせない工

下点検をお勧めしており 台風の影響もあり、今季
ます。

それと同時に、床下の 換気システム』が、これ の。特に床下の湿気は盲 法として注目されていま
湿気を除去するための仕 まで以上に注目されてお 点となりやすく、基礎断 す。
その一方で、基礎断熱

では、床下の基礎部分で によって、床下に夏型結

組みとして、平成十九年 り、お問い合わせが殺到 熱工法を採用している家
より『床下用攪拌・換気 しています。

したり悪臭が発生したり、

夏型結露が発生すること 露が発生し、カビが繁殖
もしばしばあります。

ファーストアローズ

躍進がお届けする『床 さらにはシロアリによる
下 用 攪 拌 ・ 換 気 シ ス テ 断熱材や木部への食害も
これらはすべて、換気

ム』は、中央部設置によ 報告されています。
るダイレクト換気（新方

式）により一台で二〇坪 不足による湿気が原因で
までの床下をカバーしま す。床下も「居室」と考
す。これは、従来の床下 えれば、当然換気は必要
っかくの高性能住宅が泣

では
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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

換気扇三台分に相当しま です。それを怠れば、せ
す。

換気と撹拌機能を同時 くというものです。
に搭載した高効率換気シ 『床下用攪拌・換気シス
ステムであり、床下中央 テム』は、本体の空気攪
部の高湿エリアをダイレ 拌機能に加えダクト配管
クトに撹拌換気します。 による床下全域への通気
それにより、布基礎や基 と換気が可能なシステム

躍進

数々の商品を常時
取り揃えております︒

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

ん

く

は

にわかに注目されている床下の湿気対策の切り札
か

中基礎や、人通口の配

礎パッキン工法、基礎断 です。
熱工法等、あらゆる構造

トによる換気のムダを排

の床下に設置可能です。 置・形状、ショートカッ

路が設計できます。これ

基礎断熱工法には
除し、さまざまな通風経
欠かせないシステム
前述のように、基礎断 により、健康な床下に生
『床下用攪拌・換気シ

熱工法は、床下に湿気が まれ変わります。
溜まりやすくなっていま

す。それは、基礎に断熱 ステム』のお問合せは躍
を施して、床下空間を室 進までお気軽に。

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

栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

をクリックして下さい。

検索

躍進

躍進

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
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床下用攪拌・換気システム

