主 な 内 容

面 ビュークリーンウォールで防腐・防菌塗装を！

早急 に防菌・防蟻・防腐

家を災害から

！

生活空間である床上に

先輩経営者から、利 を上げる目的三カ条」

吉田松陰によれば、 産を余儀なくされます。 躍進における「利益
立派な人は何事におい

ても道理にあうかどう 益無き理念は罪悪であ は、以下の通りです。

何事でも得するかどう な経営理念や、ご高説

移し、つまらない人は ります。いくら、立派

費用と開発費を確

を実施するため。

図るための「分配」

かを考えてから行動に ると言われたことがあ 一、社員
 生活の向上を

字続きでは、その経営

保するため。

かを考えてから行動に を述べても、会社が赤 二、会社
 存続に必要な
移すとしています。

そして、「義は利の本 理念は、結果として嘘

きちんと税金を納め

め。

な り 、 利 は 義 の 和 な になり、偽りの経営を 三、正し
 く納税するた

り」「利に放りて行えば 実現させていることに

経営する立場として、ている会社は、自ずと

怨み多し」とも言われ、なるのです。
「天は義を欲し、不義
あり富むが、

会社を運

を行い、

を憎む。義あらば進歩 それはまさに、本当に 社員に適切な「分配」
義なくば貧

を確保し

めの原資

営するた

笠井輝夫

㈱躍
進
代表取締役

する。義あ
らば平和な
るも、義な

行動は、言うまでもな

道理をもって利益を

経営者として正しい のです。

て、道理が確保される

くば乱れ滅びる」と、 罪悪であり、絶対に避 ています。これによっ
道理と損得の関係が述

古来より様々な言葉で、けたいことです。
べられています。

は、最も意識しなけれ

みなさんも、このこ

て最優先事項なのです と行動です。

まさに、経営者とし ばならない共通の認識

に敏感であることは、 ることです。

それでも、損得勘定 く黒字経営を持続させ 上げる仕事をすること

までの二四時間の降水量 をしますが、床下にまで

汚泥を排出し清掃して

経営哲学の上では立派
なことです。

企業は、営利を目的 が、そこにはやはり道

として、黒字経営を持 理が必要です。その道 とを肝に銘じて、日々

続させなければなりま 理にあった経営をする の仕事に臨み、未来を

床下・床上浸水の後処 におまかせください。お

当然の結果として、倒 不可欠なことです。

せん。赤字が続けば、 ことは、人として必要 見つめましょう。

特に、不要な水分だけ
因で、腐朽菌を繁殖させ

を起こし、甚大な被害を

●様々
 な後処理が

ることになります。腐朽
菌は、土台などの木材の 分解して、木材を多孔質
業において、忘れてなら やヘミセルロースなどを のです。

・防蟻・防腐処理は躍進

こうした被害の復旧作 主成分であるセルロース に変化させ強度を下げる 理をはじめ、適切な防菌 電話をお待ちしています。

家を長持ちさせる

周辺にもたらしたのです。でなく不十分な処理が原

ら川の水があふれる越水 させることになるのです。

筑西市の数カ所で堤防か シロアリや腐朽菌を発生

れる鬼怒川が、常総市や のままにしておくことで、

そして、茨城県内を流 も、湿気や様々な菌をそ

を更新しました。

点で観測史上一位の記録 多いようです。

は、栃木県内の複数の地 後処理が及ばないことが

十日午前一〇時二〇分 は、清掃の後、防菌処理

響で、栃木県、茨城県、 しました。

から変わった低気圧の影 り各地で浸水被害が発生 防腐処理です。

九月十日、台風一八号 に一度という降水量によ ないのが、防菌・防蟻・

水害はその後の処理が肝心です
（資料画像）

処理 を実施 してください

復旧させるため

埼玉県を中心に、数十年

http://www.yakushin.jp

頒価：216円（送料込み）

面 水害で再認識した豪雨対策の基本は適切な防水！

笠井 輝夫
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一面でもご案内してお

コンクリート、モルタ

に粉が付いてくる

わる問題にもなります。
この剥がれた部分から、

これはチョーキングと ③塗膜が剥がれている
いって壁や塗装面に触っ

厳しい温度変化は、結 たとき、手に白い粉が付 大気中のＣＯ ２や水が浸

処理は非常に重要です。 ③熱
しかし、屋内や床下だ

ばＯＫというものではな 食させます。

こります
（写真左上参照）
。 ④外壁にひび割れが入っ

塗装を傷つけるために起 めてしまいます。

け、適切な後処理をすれ 露を引き起こし建物を腐 く状態。強力な紫外線が 入してしまい、内部を痛

く、やはり外壁にも塗り ④汚れ・カビ・こけ

外壁に走ったクラック

ている

このような状態は、防

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

美観を損ね、人体への

鋳造品ではなく

替えや、その後の水害に

のＣＯ ２や水分（雨水等）

もしこれらの症状が一

躍進では、高弾性のつ

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

備えた処置が必要です。 影響が懸念されます。ま 水機能を維持できておら
れます。

の浸入により 外壁塗膜

外壁の汚れのなかでも や内部を浸食し、建物が

②外壁の汚れが目立つ

それが不十分であると、た、建物の腐食を促進さ ず、塗装の寿命と考えら を放っておくと、大気中

紫外線は建物にとって

⑤紫外線

躯体が腐食する可能性が せ寿命を縮めます。

あります。

およそ 中性域及び適度

な陽光・温度（二五～三 つでもあてはまったら、

外壁の塗り替え時を示 す。

のもとで発生するもので きているサインです。

外壁にこんなサイン
〇℃）と湿気がある条件 それは塗り替えの時期が
が出たら要注意

寿命を縮めます。

様々な自然現象が
最大の敵。直接さらされ 多いのが、コケ・藻・カビ。早く傷みます。早めの処
建物にダメージを
これらの育成条件はお 置をお勧めします。
続けると、建物が劣化し
与える
水害に至らなくても、

以下の影響で家の劣化は

どんどん進みます。

①雨・雪・湿気

美観を損ねるだけでな や消し塗料『ビュークリ

な現象があげられます。 く、アレルギー感染症を ーンウォール』をお薦め

建物に水が侵入すると す兆候として以下のよう

内側から腐食します。

三枚参照）
。

①外壁を手でこすると手 引き起こす等の健康に関 しております（写真左下

トグル制震構法

耐震性がアップ！

りますように、水害の後 ルの寿命を縮めます。

ビュークリーンウォール
で防腐・防菌塗装を！
②ＣＯ ２

柔らかいのに汚れにく
く、塗膜表層にナノビー
ズが配列され汚れをガー
ド。さらに表層はラジカ
ル架橋によって汚れを跳
ね返す強靭な鎧となって
おり、トップコートが不
家の長持ちの最大の秘

要なのです。
訣はなんといっても適切
な防腐・防菌塗装です。
お問い合わせは躍進まで
お気軽に。

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）

ph

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。

美観を確保し腐食を防ぐ
「足場パック」の人気商品

（2）
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増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース

住宅・建築物技術高度化事業

国交省

防災性向上や安全対策
に資する技術開発では、
間伐材を活用した倒壊防
止型一部屋耐震補強工法

％を超える場合は性能基 事・研究所長が就任しま

準よりも甘くなるケース した。

も考えられるとしながら、 再生可能エネルギーの

まれなケースであること 導入については、七月に

「住宅瑕疵担保履行
制度の新たな展開に
向けた研究委員会」
が初会合

国土交通省は九月九日、

源構成の再生可能エネル 住宅瑕疵担保履行制度の

新しい基準のうち、二 ギーの割合を二二から二 活用方法などを検討する

なります。

省エネ基準検討会
から規定の窓を使うこと 公表されている長期エネ
住宅仕様基準で開口
で「適合」とする考えと ルギー需給見通しで、電
部比率の制限撤廃案
国土交通省と経済産業

エネルギー基準を検討す 性能向上計画認定・容積 委員会では、エネルギー 究委員会」の初会合を開

しました。

一般からの意見を募集し 向けた仕組みの構築を目 担保責任保険を使った中

「サステナブル建築
る合同有識者会議を開催。率特例制度、表示制度な ごとの特性や導入の実態 きました。
物等先導事業」支援
委員会では、住宅瑕疵
その場で基準の素案を示 ど）については、十月ごろ を踏まえて、その実現に
対象住宅を募集開始

災性向上や安全対策に資 では、木造陸屋根及び木 優れた先導的な住宅・建 準」ですが、現行基準で

する技術開発一二件の計 造ルーフバルコニーにお 築プロジェクトを支援す 規定されている住宅の仕 頃から建築物省エネ法第 せて効率的な電力取引・ 故抑制と技術向上への活

なお、二〇一六年一月 電力システム改革とあわ 報の収集・分析による事

国土交通省は九月十五
新しい基準のベースは 最終的な調整ののち年内 指します。その際、国民 古住宅・リフォーム市場
ストック活用、長寿命
ク活用、長寿命化対策 に
資する技術開発四件、防 化対策に資する技術開発 日、省ＣＯ ２化を進める 現行の「平成二十五年基 の公布を予定しています。負担の抑制という観点や の活性化や、事故物件情

る技術開発七件、スト ッ な ど が 選 ば れ ま し た 。

境対策や健康向上に資 す ハ ウ ス へ の 適 応 技 術 開 発

提案を公表しました。 環 の 開 発 と ロ ー コ ス ト エ コ

技術高度化事業」の採 択 価 、 木 製 ク ワ ト ロ サ ッ シ

日、新しい技術の開発を 高機能フィルムを用いた 補強構造に関する技術開 省は九月十一日、「建築 〇一六年四月施行予定の 四％にするという方向性 「住宅瑕疵担保履行制度
支援する「住宅・建築物 ガラス複合体の開発・評 発などが選ばれました。 物省エネ法」の新しい省 省令・告示分（基本方針、が示されています。同省 の新たな展開に向けた研

国土交通省は九月十六 ルタルによる断熱工法や や住宅用基礎梁の開口部

木製クワトロサッシなど
二三件採択
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躍進
資する技術開発では、 モ し た 。

リフォームの理由、
「設備や機器の一新」が1位に

「ORICON STYLE」を運営するOricon Me（東
京都港区）は、20代から40代の持ち家に住む既婚
者を対象に、リノベーションやリフォームを実施した
ことがある経 験者200名と、現在検討中の希望者
300名を対象に「住宅リノベーション/リフォームに
関する意識実態調査」を実施しました。
リノベーションやリフォームをしたいと思った理由
は、
「設備や機器を一新したかったから」が1位とな
り、機能面を重視することが今のトレンドであると分
かりました。
また、リフォームしたい場所の1位はキッチンで、時
短や効率性といった使い勝手のよさを求める姿勢が
鮮明となりました。リノベーションやリフォームの経
験者の95．5％が「リフォームやリノベーションをして
よかった」と回答しています。

導型）
」の今年度第二回の 熱貫流率が一定以上の場
提案公募を開始しました。合は開口部比率の制限を
募集期間は十月二十六日 なくす具体的な案が示さ
まで。採択事業の公表は れました。この場合、開

ョン
（建物検査）
の結果や

連して仕組みを構築して ます。また、インスペクシ

いきます。

住宅市場では、新築需

慮に関する発言が多く出 法なども探っていきます。

経済産業省は再生可能 されました。産業界から

エネルギーの最大限導入 は、震災後、電力コスト 要の減少を中古住宅の流

新たに設けられる最も に向け、固定価格買取制 が四割上昇したというデ 通やリフォームなどでま

なります。

十二月下旬から来年年一 口部比率の計算も不要に
月上旬の予定です。

なります。

評価されるために、宅建

関連制度改革小委員会の が求めるエネルギーを伸 えば保険を使うことでパ

て住宅については、原則、 開口部比率が一から三 初会合が開かれました。 ばしていくような仕組み ートナーが安心して市場
一戸あたり三〇〇万円と 地域で一四％を超える場 委員長は山地憲治・地球 にしていくべきという意 に参加できるなどの方法
を検討していきます。
合や四から七地域で一五 環境産業技術研究機構理 見も出されました。

内。補助額の上限は戸建 というものです。

一方、自由化されたエ 業者や金融機関との連携
する技術の検証。補助額 三三Ｗ／㎡Ｋ、五から七 に新たに設けられた再生
は対象費用の二分の一以 地域が三・四九Ｗ／㎡Ｋ 可能エネルギー導入促進 ネルギー市場で、需要家 を図る仕組みとして、例

ムの整備、省ＣＯ ２に関 Ｗ／㎡Ｋ、四地域が二・ 査会基本政策分科会の下 報告しました。

築物の新築、既存の住宅 厳しい区分に適用される 度を含めた制度改革の検 ータを紹介しながら、コ かなう方向性が模索され
・建築物の改修、省ＣＯ 開口部の熱貫流率基準は 討を始めました。九月十 スト上昇が事業継続に深 ています。ただ現状では、
２の マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ 一から三地域が一・六〇 一日、総合エネルギー調 刻な影響を与えていると 既存住宅が市場で適正に

対象事業は、住宅・建

再エネ固定価格買取
初回の議論では、国民 住宅履歴情報を中古住宅
制度改革 本格検討
など受給者の負担への配 の流通活性化に生かす方
がスタート

環境対策や健康向上に 技術開発などが選ばれま 等先導事業（省ＣＯ ２先 限については、開口部の を行う予定です。

二三件が選ばれました。 ける耐久性向上のための る「サステナブル建築物 様基準の開口部比率の制 一弾施行に関する講習会 流通の実現についても関 用の仕方を検討していき
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一面、二面において、 当社独自の２ＰＬＹ＋ド きに追従して破断、ひび
また、戸建てのバルコ

豪雨による被害とその後 レン部の「サンドウィッ 割れ、剥離を防ぎます。
処理についてご案内して チ工法」が最大の特徴。

落とし穴がたくさん
さらに定期点検・メン

おりますが、水害などに 創業以来五万棟以上の施 ニーに対するＦＲＰ防水 テナンスを実施していま
至るレアケースだけでは 工実績で培われた技術に 以外、商業ビルや集合住 す。特に、戸建てのバル
なく、昨今の夏季から秋 より、漏水事故ゼロ件の 宅にはウレタン、シート コニーにおいては、日常

合では、立ち上がりの塗

プコートの損傷や、ドレ

そして、ウレタン施工 ン部分の詰まりによるオ

ガラスマット一層の場 いています。

季にかけては、当たり前 信頼を獲得しています。 防水（塩ビ・ゴム）を用 生活での履物によるトッ
のようにゲリラ豪雨が発
生しています。

雨量もさることながら 膜不足や入隅・ジョイン の新提案「ウレタンスプ ーバーフローなどの対策
ＦＲＰ防水は一〇年保

強風に煽られて軒下など ト部分の動きが大きい場 レーシステム」は、無溶 は必要不可欠です。
に雨水が吹き込むことも 合に不安が残りますが、 剤タイプの超高速硬化型

多く、通常であれば濡れ ガラスマット二層に中塗 ポリウレタン樹脂と専用 証です。しかし、防水層
手順の場合、入隅部が四 ることにより、吹付後の の塗り直しなどをしない

ることの無い部分が雨水 り、トップコートという のスプレーマシンを用い を保護するトップコート
に浸食されるのです。

ここで必要不可欠なの 層になるため安心です。 タックフリーが三～一〇 と、防水効果が薄れてい
躍進のコアコンピタン 述の「サンドウィッチ工 〇分を誇る「超スピード

シート防水の場合、特

が、適切な防水処理です。 ドレーン部分には、前 秒、歩行可能は一五～三 ることもあります。

部分の剥がれがです。風
雨や直射日光などによっ

ファーストアローズ

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、土浦、栃木、仙台

て、シート接着面の強度
さらに、経年劣化によ

が低下するためです。
る浮き、膨れ、シワや、
押さえ金物や他の部材な
どとの取り合い部分にも
剥がれや隙間、材料の収
家の長持ちさせるには、

縮などが発生します。
適切な防水処理と定期点
検・メンテナンスは必要
不可欠。雨のシーズンを

では

数々の商品を常時
取り揃えております。

躍進

過ぎても、油断大敵です。
躍進までお気軽にご相談
ください。お電話をお待
ちしています。
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T E L.0466-41-3006
FAX.0466-41-3007
神奈川
（営）

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 K03―6804―2541 N03―6804―2542

ヤクシンジャパン

K048―688―3388 N048―680―7615

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

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

株式会社

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

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

スであるＦＲＰ防水は、 法」を採用し、躯体の動 施工」を実現しました。 に多いのが、ジョイント

ＦＲＰ再施工

after

関連会社

〒３３７―００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６―１

社

本

➡
before

適切な防水！
豪雨対策の
基本は

（4）

躍進
月刊 住宅情報誌
2015 年（平成 27 年）10 月 1 日（木）

水害で再認識した

