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ノンフロン化に続き、塩化メチルのゼロ化を実
現した「カネライトフォーム」に特殊なスリット加
工を施し、伸縮性を付加した断熱材。木造住宅の
床、壁、屋根の充填断熱に最適。切断加工も容
易。

カネライトインサー

（株）カネカ/カネカケンテック（株）
☎03-3596-7011 蕭03-3596-7012
http://www2.kenzai.kaneka.co.jp

断熱材

建　

材現場発泡吹き付けウレタンフォーム。およそ2日
間で断熱・気密施工が可能。わずかな隙間にも
入り込み接着・発泡し、長期にわたり断熱・気密
性が損なわれない。新たに準耐火構造認定取得！
３Ｆ建てにご使用下さい。

マシュマロ断熱の家
（フォームライトＳＬ）

ＢＡＳＦ ＩＮＯＡＣポリウレタン（株）
☎03-5759-8701 蕭03-5759-8704

http://www.foamlite.jp

断熱材

廃棄古紙を使用した次世代省エネ基準対応の
床下断熱材で素材からエコ、使ってエコ。設置・
押し込み・タッカー打ちの3ステップ施工を実現
した新デザインで施工効率が大幅に改善。

フクフォームEco

フクビ化学工業（株）
☎0776-38-8013 蕭0776-38-8413

http://www.fukuvi.co.jp/

断熱材

木下地の外側を断熱材ですっぽり包み込むのが
外断熱工法です。内断熱は躯体の内側で断熱す
るため、躯体が外気で冷やされてしまいますが、
外断熱の場合は外部の温度変化の影響をほとん
ど受ける事がなく、省エネ効果も期待できます。

『ＥＣＯダン』湿式外断熱

ブレサジャパン
☎0268-75-7703 蕭0268-27-3324
http://www.buresajapan.com/

断熱材

新製品「スタイロフォームEX」は、熱伝導率
0.024W/mKを実現。従来の3種b品と比較し
て、約15％断熱性能が向上した。また製造後、約
25年の長期にわたり、熱伝導率0.028W/mKを
維持する。

スタイロフォームEX

ダウ化工（株）
☎0120-113210 蕭03-5462-3398

http://www.dowkakoh.co.jp

断熱材

等級４、次世代省エネ規準、エコポイントに対応
した優れた高断熱性と、ウールの持つ調湿性が
壁内結露を防ぐ。シックハウス対策の規制対象
外商品。岩塩から抽出した安全な防虫剤を使用。
防火構造及び防露認定取得済。

羊毛断熱材「ウールブレス」

（株）アイティエヌジャパン
☎0743-59-0569 蕭0743-59-0432

http://www.itnjapan.com

断熱材

長期優良住宅や住宅エコポイント制度等の主な
条件である、省エネルギー対策等級4に最適な
床充填専用フェノールフォーム断熱材。

ジュピー

旭化成建材（株）
☎03-3296-3530 蕭03-3296-3535
http://www.asahikasei-kenzai.com/

断熱材

従来よりセルを微細化した高性能硬質ウレタン
フォーム断熱材。アルミ箔面材付で遮熱性能も
有り。住宅型式性能認定使用時壁30㎜、仕様規
定では同36㎜で次世代省エネ基準をクリア。
Ⅰ地域用61㎜新発売。

キューワンボード

アキレス（株）
☎03-5379-4566 蕭03-5379-4909
http//www.achilles-dannetu.com/

硬質ウレタンフォーム断熱材
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特殊なトリガー式ノズルにより噴射量の調整が
簡単にでき360°どんな向きでも噴射ができる
新タイプが登場。キャップ使用で約1ヶ月の保管
も可能。基礎周りなどシロアリ対策が必要な部
位に使える防蟻タイプ、弾力性・追従性があり気
密性能を一段と向上させる弾性タイプもある。

ハイプレンフォーム

三井化学産資（株）
☎03-3837-5825 蕭03-3837-1945
http://www.mitsui-sanshi.co.jp

断熱材

新聞古紙を綿状に解繊し、沈下防止のために麻
を添加した乾式吹込工法。防音・調湿・省エネ性
能に優れる。施工はメーカー直営の社員により確
実に行う体制なので高い性能が確実に得られる。

MSグリーンファイバー

（株）マツナガ
☎03-3925-0065 蕭03-3925-0061
http://www.ms-matsunaga.jp/

断熱材

■デコスドライ工
法は専門スタッフ
による吹込み施
工で、配線や配管
などがある複雑
な隙間にもしっか
り断 熱 施 工。■
JIS認証の基、新
聞紙をリサイク
ルして製造され
るデコスファイバ
ー は 安 心 で 省
CO2。

デコスドライ工法
（セルロースファイバー）

（株）デコス
☎03-3516-8056 蕭03-3272-2753 

http://www.decos.co.jp/

断熱材

アルミ製純度99％の遮熱シート「サーモバリ
ア」が、断熱材では防げない輻射熱を97％反射
して、室温や建物の温度上昇を抑制。エアコン使
用も必要最小限となり、大きな省エネ効果を発
揮。屋根や壁・床に施工可能。

サーモバリア

（株）ライフテック
☎058-385-0334 蕭058-385-3286

http://www.e-lifetech.com/

遮熱材

健康断熱材パーフェクトバリアは、ポリエステル
100％・無臭・無添加の安全な高性能断熱材。
人の健康を害する有害物質の揮発は一切ない。
リサイクル商品で燃焼時の有毒ガスの発生もな
い。防火構造個別認定取得済。

パーフェクトバリア

エンデバーハウス（株）
☎06-6363-1261 蕭06-6363-1262
http://www.endeavorhouse.co.jp/

断熱材

遮熱材rフォイルは、2層のポリエチレンエアー
キャップを特殊なアルミシートで挟んだ7層構造
の8㎜厚遮熱シートです。太陽からのふく射熱の
97％をカットし小屋裏の熱を遮断します。

住宅用遮熱シート
rFOIL（アールフォイル）

ナータッグ・ビルディングサプライ（株）
☎045-475-0711 蕭045-475-0731

http://www.nahtag.co.jp

遮熱材

熱伝導率の極めて低い特殊な中空フィラーを耐
水性と耐候性の良い真のアクリル樹脂と添加剤
とで製造。その中空フィラーは7％の固体成分
で残りの93％が空気。ゴム弾性、断熱効果、防
水効果は抜群。

COAT PC200

（株）アイリケン
☎086-427-5727 蕭086-427-5753

http://www.iriken.jp/

遮熱断熱材

アクアフォームは水の力で発泡する硬質ウレタ
ンフォームを吹付けて隙間のない高断熱・高気
密の節電住宅づくりに役立つ。防耐火認定、省エ
ネ４等級の型式が充実し、エコポイントやフラッ
ト３５にも対応できる。

アクアフォーム

（株）日本アクア
☎045-477-1123 蕭045-477-1124

http://www.n-aqua.co.jp

住宅用断熱材

自然生まれのエコ羊毛断熱材。家全体の湿度を
50％前後に保とうと働き、冬の結露や乾燥を防
止。断熱性能に優れ、家中が快適な湿度に保た
れることで光熱費を大幅削減。化学系接着剤不
使用で、子供にも安心・安全。

サーモウール

（株）コスモプロジェクト
☎0944-74-6088 蕭0944-85-2868
http://www.cosmo-project.co.jp

断熱材
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①

②

（株）ナガイ 建材事業部
☎0265-28-1221 蕭0265-28-1220

http://www.nagai.co.jp

屋根材・屋根下地材

リサイクル木材90％以上（※）の木繊維を圧縮成
形。断熱性能、吸放湿性能、防火性能に優れる。
使用後は再利用可能な環境に優しいエコ建材。
※木繊維中のリサイクル木材の比率

①イーストボード

②イーストルーフ通気メタル
100％ポリプロプレン不織布の構成で、透湿・
防水に加え15mm厚モノフィラメント網状体で
通気層を確保する屋根下地材。環境負荷低減商
品。

下屋の換気部材。家のムレを防ぎ、住宅劣化の
軽減に貢献。雨舞いを考慮し、通気口を内側・外
側から「チドリ」に開け、雨水の浸入を防ぐ構造。
瓦の形状を選ばずに設置できる。

下屋換気「ゲヤピア」

ふたば商事（株）
☎03-3923-8544 蕭03-3922-4733
http://www.futabashouji.co.jp

屋根換気材

①準耐火構造60分認定を取得。日本で唯一、裏
あて不要防火木材外壁材。100%天然木。　
②準防火・防火地域に使える木の屋根材。北米
では主に高級住宅に使われている。

①ウイルウォール
②ウイルルーフ

チャネルオリジナル（株）
☎045-662-0088 蕭045-662-6001

http://www.channel-o.co.jp

①

②

①外壁材　②屋根材

スマート・ブリックウォールはスライスした煉瓦
を、特許を取得した簡単で確実な金具で留める
外壁の施工システム。本物の煉瓦は高級感・耐
久性を、特許工法は耐震性を備え、さまざまなデ
ザインの建物にフィットする。

スマート･ブリックウォール

スマート･ブリック（株）
☎03-3745-5221 蕭03-3745-5216
http://www.smartbricks.co.jp/

外壁材

エッグウォールはマヨネーズ工場から排出され
る卵殻を洗浄、粉砕、乾燥し製造された、塗り壁
風の風合いをもった塗り壁紙。卵殻には呼吸す
るための微細な穴が多数あるため、調湿、脱臭な
どの効果がある。

エッグウォール

日本エムテクス（株）
☎03-5433-3450 蕭03-5433-3451

http://www.ashlight.co.jp

壁材

木目柄の先駆け的存在のニチハが放つ、リアル
さに一層磨きをかけた木目調を始め、コーディ
ネートしやすい豊富なカラーバリエーションで彩
る充実の5柄21品番を新たにラインナップ。

モエンエクセラード16
新商品 5柄21品番

ニチハ（株） お客さま相談室
☎052-220-5125 蕭052-220-5157

http://www.nichiha.co.jp

外壁材

北米を代表するOSB製造販売会社・エインズワ
ース社の構造用OSBパネル。15年以上に渡り、
日本市場に安定供給し、屋根・壁・床の構造用下
地材として広く普及している。木造軸組工法で
4．1倍、2×4工法で3.6倍と、高い壁倍率で木
造住宅を支える。

OSB構造用パネル

インターレックス・フォレスト・プロダクツ・ジャパンLTD．
☎03-5280-2771 蕭03-5280-2400

http://www.ainsworth.jp

構造用パネル

木造住宅で通気層がいらない外断熱・塗壁工
法。セメントを使わないのでプライマー処理の
必要がなくEPS材とのドッキングにより透湿性
に優れたドイツ生まれの工法です。

シュトーサーモ クラシック

（株）ダンネツ信州
☎0263-26-0811 蕭0263-26-1016
http://www.dannetsu-s.co.jp/

外壁材

旭トステム外装（株）
☎03-5638-5111 蕭03-5638-5118
http://www.asahitostem.co.jp

板と板の間の接合部、出隅部、入隅部にシーリン
グを使わない新工法の窯業系サイディング。窓
まわり部も専用施工部材を使うことでシーリン
グが露出しない。シーリングレス化することでメ
ンテナンスを軽減。

AT-WALLガーディナル
外壁材
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アスファルトと天然石を主原料とした、防水性、
耐候製に優れた屋根材。軽量かつ高い耐風圧性
能（49m/s）、施工性の良さで多様なニーズに
適応。飛び火試験認定品。

オークリッジプロ30 スーパー

伊藤忠建材（株）キーストーン営業部
☎03-3661-1381 蕭03-3661-6631

http://www.abks.net

屋根材

高い性能を確実に届けるため、アルゴンガス入
りLow-Eペアガラスをメーカーで標準装着。室
内側のパイン材はFSC認証材を使用。性能、部
材の両面で環境に配慮した米国製窓。

ペラウインドウ
（環境配慮型窓）

伊藤忠建材（株）キーストーン営業部
☎03-3661-1381 蕭03-3661-6631

http://www.abks.net

木製窓

今ある窓につけるだけで住まいの快適性を高め
る窓断熱リフォーム商品。和の雰囲気を醸し出す
3種類の格子デザインや、冬の浴室の寒さを和
らげる浴室仕様など、ニーズに応えられるバリエ
ーションをラインアップ。

プラメイクE

三協立山アルミ（株）
薔0120-53-7899 蕭0766-20-2656
http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

後付樹脂内窓

ビルダーズシリーズのトリプルガラスは、ダブル
Low-E2ガラス、ダブルアルゴンガス仕様で、熱
貫流率は1.02～1.24W/㎡Kの省エネルギー
住宅には欠かせない次世代断熱窓です。

トリプルガラス
スーパーLow-E2樹脂サッシ
ビルダーズシリーズ

ナータッグ・ビルディングサプライ（株）
☎045-475-0711 蕭045-475-0731

http://www.nahtag.co.jp

LowE-2樹脂サッシ

カーテン並みのコストでお手軽に窓の断熱化を
実現。熱貫流率4.07W/㎡kの窓が1.74 W/㎡
kまで向上。全ての窓を低コストのハニカム化で
Q値0.3 W/㎡k程度向上。夏の日射遮蔽にも大
きな効果あり。

ハニカム構造・断熱ブラインド

P.V.ソーラーハウス協会
☎0297-65-2588 蕭0297-65-6107

http://www.pv-solar.co.jp/

断熱ブラインド

ソフトクローズ機構をコンパクト化した引戸クロ
ーズSERIESは引戸のデザイン性を高める。扉
が閉まる直前にバウンドや衝撃音を防いで静か
にゆっくりと閉まる。他にもニーズにあったさま
ざまなバリエーションを用意。

引戸ソフトクローズ

アトムリビングテック（株）
☎03-3437-3440 蕭03-3437-3565

http://www.atomlt.com/ 

　

わずか39.5ミリの見込み寸法の業界最薄の内
窓。40ミリあれば取付可能。また、障子は軽くて丈
夫なポリカーボネートを使用しているため、操作
が軽く、思わぬ衝撃があっても割れにくく安心だ。

楽窓

セイキ販売（株）
☎03-5999-5820 蕭03-3992-8578

http://www.seiki.gr.jp

断熱内窓

高性能フェノールフォーム（フェノバボード）を充
填した構造用断熱パネル。完全自由設計対応と
即納体制を完備。施工性の良さ、精度の高さで
評判を得ている。

屋根パネル

（株）ドリームパネル
☎025-758-4102 蕭025-758-4337

http://d-panel.jp/

断熱構造用パネル

陶芸瓦「モニエース」に軒部の重厚さを表現した
ニュータイプが登場。陶芸瓦ならではの高級感
に加え、耐候性・耐風性を兼ね備えた、厳しい品
質管理のもとにつくられる、信頼のできる製品。

陶芸瓦 モニエース

ヱビス瓦工業（株）
☎03-3441-0216 蕭03-3441-0218
http://www.ebisu-kawara.co.jp
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汚れを防ぎ、省エネ効果を持続する「酸化チタ
ン」と「フッ素」をコートした2タイプの遮熱スラッ
ト（はね）が登場。他にも操作性を高める新機能
をプラス。“多機能”＆“省エネ”ブラインドでもっ
と快適に。

セレーノ・ユニーク

（株）ニチベイ
☎03-3272-2592 蕭03-3272-4266

http://www.nichi-bei.co.jp

ブラインド

天然木特有の虎斑や節といった木の個性と、そ
の手触りまで再現した住宅部材シリーズが新登
場。シート仕上げで日々のお手入れもラクラク。
内装ドアや床材など、木のぬくもり感に包まれた
空間を気軽にご提案いただけます。

リビエ リアロ

パナソニック（株）エコソリューションズ社
☎06-6908-1131（代表）

http://www2.panasonic.biz/es/sumai/takumi/

インテリア住宅部材

木目や形は木の生き様。その美しさを伝える為
に、曲がり、枝、節、割れ、色むらといった、木その
ままの形にこだわり、特徴ある部分をカットして
貼った天然木の突き板。エーディーワールドより
新発売。

SOULWOOD
-木の魂を感じる天然木突板-

エーディーワールド販売（株）
☎03-5405-1125 蕭03-5405-1126

www.ad-world.co.jp

突き板

無処理の木部に使用する木材保護剤。無垢材の
床・壁や家具、ウッドデッキ、ログハウスなどへの
採用に最適。粉末タイプで必要な処理面積だけ
水で溶いて使用。輸入元のカナダでは1回の塗布
で60年以上、メンテナンスフリーの実績を持つ。

エコ・ウッド・トリートメント

ブライトン（株）
☎03-3491-2861 蕭03-3491-2863

http://www.brigh-ton.co.jp

木材保護剤

ビニールクロスの
上からヘラやロー
ラーで塗れる、リフ
ォーム専用のシラ
ス壁が登場。余計
な廃棄物を出さな
い簡単施工。不快
な生活臭をすばや
く消臭するほか、湿
気を吸収し結露や
カビを抑制する。
100％自然素材で
安心・快適。

白洲リフォーム

高千穂シラス（株）
薔0120-011-535 薔蕭0120-295-559
http://www.takachiho-shirasu.co.jp

リフォーム専用エコ仕上材

雨水等による基礎打継部分の漏水事故をストッ
プ。施工は基礎外周の打継部分に押し出すだけ。
カートリッジ式で簡単施工。

戸建基礎打継用
止水材「ストップルK」

（株）共ショウ
☎052-761-8330 蕭052-761-3636

http://www.e-kyosho.co.jp

基礎止水材

ホウ素系防腐防蟻剤。ホウ素系は安全で、非接
地・非曝露（地面に付けず、外に曝さない）条件
下で効果が半永久的に持続し、世界各国で広く
利用されている。蒸散しないので、床下の空気を
循環させる工法でも使える。

エコボロン®PRO

（株）エコパウダー
☎048-928-1671 蕭048-928-0300

http://www.ecopowder.com

防腐防蟻剤

有効成分が分解や揮散のない無機物（ホウ酸）
であるため、長期間安定した効果を発揮。文化財
虫害研究所に加え2011年に日本木材保存協
会の認定を取得し、長期優良住宅などにも対応
が可能。

モクボーペネザーブ

大日本木材防腐（株）
☎052-661-1531 蕭052-651-3834

http://www.d-m-b.co.jp/

木材保存剤

有効成分がホウ酸塩鉱物である安全・強力・高
耐久を兼ね備えた防腐防蟻塗料。再施工がしに
くい外壁の軸組等への施工に適している。施主
に施工参加してもらい、他社との差別化を図る
ビルダーが増えている。

エコパウダー®BX

（株）エコパウダー
☎048-928-1671 蕭048-928-0300

http://www.ecopowder.com

防腐防蟻塗料
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・半透明な防塵間仕切
りシート
・作業内が明るく、ホコ
リをシャットアウト
・つっぱり棒で楽々設
置
・ファスナー付きで人
の出入り、部材搬入楽

【セット内容】
・シート1枚
・ポール（伸縮式）3本
・収納バック1枚

リフォーム工事の助っ人
防塵シート マジキリン

ふたば商事（株）
☎03-3923-8544 蕭03-3922-4733
http://www.futabashouji.co.jp/

仮設資材（養生資材）

反復使用可能!

オプティガードZTはアメリカカンザイシロアリ
駆除用薬剤の登録を取得した安全性が高いチア
メトキサムが防蟻成分。有効成分が”劇物”や”毒
物”ではない。木部処理剤は、防蟻・防腐に加え
防カビ効果もある。超低臭性でシックハウス指
定13物質を含んでいない。ユーザー様も年々
増えている。

オプティガードZT

シンジェンタ ジャパン（株）
☎03-6221-3802 蕭03-6221-3899
http://www.syngenta.co.jp/mokuzai/

白蟻予防・駆除用薬剤

確かな効き目で大きな安心！『エコ時代のシロア
リ対策』シロアリ予防材・駆除剤オプティガード。
※写真はカンザイシロアリ

オプティガードシリーズ

シンジェンタ ジャパン（株）
☎03-6221-3802 蕭03-6221-3899
http://www.syngenta.co.jp/mokuzai/

白蟻予防・駆除用薬剤46請求
番号

51請求
番号

各種木質系床材や鋼製束・プラ束の施工に適し
た接着剤。耐水・耐熱・耐油性に優れ、木質床材
の膨張・収縮を吸収・緩和する効果をもつ。水ま
わりや床暖房の施工に使用可能。カートリッジで
も手絞りでも使用可能。

ボンド KU928C-X
２ｗａｙパック

コニシ（株）
☎03-5259-5736 蕭03-5259-2143

http://www.bond.co.jp/

接着剤

開口部のR形状・コーナー・窓台部分、設備・配
管貫通部、シートの目張りや仮止めなど、あらゆ
るところにフィットする気密防水粘着テープ。最
大2.5倍まで、伸ばして貼れる。スリット入り、片
面剥離紙付き。

のびる三次元用粘着テープ
「スパンエース GⅡ」

光洋化学（株）
☎03-3379-5361 蕭03-3379-5362
http://www.koyo-kagaku.co.jp

気密・防水テープ

耐久性に優れ、気密・透湿シートにシワを発生さ
せず、品確法にも安心。どんな物にも良く着き、
高低温でも安定した粘着力を発揮。手で切れ、汚
れず、薄くて施工もしやすい。トルエンや可塑剤
を使用せず、環境にも配慮した製品（両面＝
NYG推奨品）。

気密・防水テープ
エースクロスTM

光洋化学（株）
☎03-3379-5361 蕭03-3379-5362
http://www.koyo-kagaku.co.jp

気密・防水テープ

各種養生用途に最適なテープ。基材には伸びな
いフラットヤーン、または、柔軟なエンボスフィル
ムを使用。強・中・弱の粘着力を選択でき、いず
れも、手切性、貼付性、糊残り、環境などに配慮し
ている。

養生テープ
エースクロス＆カットエース

光洋化学（株）
☎03-3379-5361 蕭03-3379-5362
http://www.koyo-kagaku.co.jp

養生テープ

一見しただけでは本物と区別がつかないほどの
質感と表情を持った次世代のビニールタイル。
釘や接着剤は一切必要としない。置き床として
施工されるため、張り直しや撤去する際も簡単。

Ｇ-ＬＯＣ ＦＬＯＯＲＩＮＧ
ジーロックフローリング

（株）ナガイ
☎03-5772-4701 蕭03-5772-4702

http://www.nagai.co.jp/ 

床材

ヴィクトリアフローリングは、重厚感溢れる力強い
木目のオークを、環境にやさしいオイルで仕上げ、
上質な風合いと落ち着きのあるフローリング。

ヴィクトリアフローリング

大和屋（株）
☎048-526-1008 蕭048-526-1011

http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/home/html

床材
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見えないところ
にこそ、あんしん
を。耐久性・耐震
性・施工性を高
めた接合金物を
通じて、安心で
丈夫な住まいづ
くりに貢献する
タナカの商品カ
タログ第18版。
各商品ごとに材
価格が明示さ
れ、検討もしや
すい。

住宅関連金物カタログ
VOL.18

（株）タナカ 住宅資材営業部
☎029-830-6116 蕭029-830-6119

http://www.tanakanet.jp

木造住宅用接合金物

地震の震動エネルギーを吸収し、建物の揺れを
抑える制震装置。ヴイ・レックス制震V2キャンペ
ーンを9月30日まで実施中。200棟限定で最
大30%offの特別価格でご提供。個別制震シミ
ュレーションも無料で利用できる。

V-RECS（ヴイ・レックス）

（株）カネシン
☎0120-106781 蕭0120-677010

http://www.kaneshin.co.jp/

制震装置

暖房時の温度交換効率90％の高効率全熱交換
器。換気による室内温度の変化を抑えて冷暖房
の消費電力を低減。更にエアコンとベンティエー
ルの組合せで年間約20％の節電を実現。

ダイキン工業（株）空調営業本部
☎03-6716-0343 蕭03-6716-0226

http://www.daikin.co.jp

全熱交換器ユニット
“ベンティエール”

換気扇

豪雪・強風地域に対応する機能性に加え、フラッ
トな屋根でモダン住宅にも最適なデザイン性を
実現した折板屋根仕様のカーポート。１～４台用
をラインナップ。カラーはベースカラー 4色のほ
か、ベースカラーとマテリアルカラー組み合わ
せたコーディネートも楽しめる。

ウィンスリーポートⅡ

TOEX【（株）LIXIL】
薔0120-171-705
http://toex.lixil.co.jp

カーポート

けいそう土がもつ調湿機能、吸着効果、断熱効
果など、自然素材の良さに最新技術をプラスし
て快適な住環境をつくり出す内装材。幅広いカ
ラーを用意し、和・洋室問わず、自然素材の風合
いを楽しむことができる。オリジナルカラーもオ
ーダー可能。

現代塗り壁 JULUX

四国化成工業（株）
薔0120-212-459

http://kenzai.shikoku.co.jp

塗り壁

特殊粘弾性ゴムにより地震動エネルギーを吸
収。木造住宅の揺れ・変形を従来設計（耐震等級
1）の建物と比較し、最大1/2に軽減する。新築・
リフォームに対応。筋かいタイプ、仕口タイプと
もに（財）日本建築防災協会の住宅等防災技術
評価を取得済み。

TRCダンパー

東海ゴム工業（株）
☎0568-77-0909 蕭0568-77-2471
http://www.tokai.co.jp/trc-damper-wh/

木造住宅用制震装置

自己温度飽和機能（STS）を持った安全・快適な
床暖房システム。フリーメンテナンスで業界最長
のヒーター１２年保証。0.6㎜の薄さでフローリ
ングと下地に挟むだけと施工も簡単だ。新築・リ
フォームを問わず、集合住宅にも最適。自社開
発・国内生産の高品質品。

床暖だん

スリーエステクノ（株）
☎03-5472-7801 蕭03-5472-7802

http://www.3stechno.com

床暖房

設　

備

温度だけでなく、湿度も交換する全熱交換型の換
気システム。熱交換率は、90％で業界トップクラ
ス。春秋や夏の夜間など熱交換が不要な時期は、
第3種換気に切り替える機能（オプション）有り。

澄家Eco-S 換気システム

（株）マーベックス
☎072-962-3787 蕭072-962-3788

http://www.mahbex.com

全熱交換型換気システム
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1台3役のマルチ涼風・暖房機だからリモコン操
作1つで、冬は「ハイパー暖房」、夏は「強力涼
風」、髪を洗った後には「ハンズフリー・ドライヤ
ー」にと、自由自在。

マルチ涼風・暖房機
『脱衣所天国』

（株）HEATEC
☎03-3768-6111 蕭03-3768-6120

http://heatec.co.jp

暖房機

工
務
店
支
援

太陽光発電パネルに屋根機能がプラス。スライ
ドジョイントの簡単施工。新築時では別途の屋根
工事が必要なく、既存屋根への設置では屋根の
リフォームも兼ねる。国内最長レベルの25年メ
ーカー出力保証付き。

屋根付き太陽電池
『PVウェーブパネル』

（株）カナメ
☎028-660-3831 蕭028-660-3832

http://www.caname-solar.jp

太陽電池パネル

社員の行動管理と顧客管理がひとつのソフトで
簡単にできます。パソコン、スマートフォン、どちら
でもご利用いただけます。

リレーションマネージャー

（株）ＣＲＭ
☎092-432-8470 蕭092-432-8471

http://www.buildcrm.com

業務支援ソフト

予定管理

対応履歴

顧客管理

住宅履歴

カーボンクリーンシステム装備の「炭の家」は取
り入れた外気を約1トン分の炭の層を通すこと
で空気を清浄し、ホルムアルデヒドなど200以
上の有害物質を軽減する。発表以来8年間で全
国に2,900棟を建築。この炭の家の特許実施権
を販売。

炭の家

（株）ホーム企画センター
薔0120-114-119

http://www.sumi1t.com

　

住宅業界が
抱える様々な
問題に対して
各専門分野
のエキスパー
トが連携しビ
ルダー業務を
支援するサー
ビス【TC住宅
サ ポートの
会】。瑕 疵 保
険サポート・
耐震診断サポ
ートを新たに
加え、さらに
充実したサポ
ートを展開。

タナカ TC住宅サポートの会

（株）タナカ TC住宅サポートの会
☎029-830-6770 蕭029-830-6771

http://www.tc-support.com

工務店支援システム

ARCHITREND Zをベースにリフォーム設計に
最適化された新システム。仕上げ自動作成や耐
震診断などの独自機能を備え、現況調査からプ
ラン作成・提案、耐震診断まで、ワンストップで対
応が可能。

ARCHITREND Z
リフォームエディション

福井コンピュータ（株）
☎0776-67-6210 蕭0776-67-6211

http://www.fukuicompu.co.jp

リフォーム支援ソフト
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番号 68請求
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面状発熱体の床暖房。一般フィルムより4倍以上
の耐久性があり、作動時間は3万時間保証。空気
層がなく伝導率は100％で効果的な暖房が可
能。必要材料費は6畳タイプ35,100円、8畳タ
イプ45,900円と価格破壊を実現した。

ヒートプラス

（株）GROOVE
☎045-290-3884 蕭045-314-6152
http://ize-groove.com/heatplus

床暖房

低電圧のため、万一、手で触れても無害。PTC効
果などで電流は立ち上がりの40％減少。省エ
ネ。電磁波も極微量（100Vヒーターの1/16）。
決してオーバーヒートせず、どんな床にも適応。
メンテナンスフリー。

EP《3㎜床暖》
低電圧式床暖房システム

グッドウイン（株）
☎045-352-8051 蕭045-752-1617

http://www.goodwin-jp.com

床暖房 62請求
番号63請求
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ビルダー様に代わり、確実に「定期点検」を実行。
点検記録を毎回WEB上のシステムに記録・蓄
積。施主への建築後のアフターサービスを強化
し、将来のリフォーム受注をも可能とする「住宅
メンテナンスシステム」

アフター管理サポートサービス

（株）アイジーコンサルティング
☎03-3527-9730 蕭03-3527-9740

http://www.ig-corp.jp/

ビルダー支援

競争が激化する住宅業界に工務店様の抱える不
安を、ブランド／プレゼン／ホームページ／ター
ゲットのさまざまな側面から大きく改革！安価で
直ぐに導入可能なWebを利用した新たな住宅
販売システムが登場。

みんなの小さな家。

安心計画（株）
☎092-475-1751 蕭092-413-6378

http://minie.jp

工務店支援サービス

全国3700以上の建築・リフォーム会社様が掲
載中。貴社の工事事例やイベント情報を何件で
も掲載可能。今なら資料請求でもれなく『ネット
で受注を取れる会社の実物メールが読める【Eメ
ール文例集】』プレゼント！

住宅業界に特化したインターネット広告

『HOME'S注文住宅』
『HOME'Sリフォーム』

（株）ネクスト
☎03-5783-3655 蕭03-5783-3728

http://www.next-group.jp/

営業・集客支援

接客に使うプラン集として活用。セット販売のみ
（50冊/セット）。詳しくは、ホームページ【住まい
の文化座】で検索！

年間500棟の実績から生まれた

住まいの間取り集
40坪編・30坪編・メーターモジュール編

遊ベーシックデザインの会/住まいの文化座
☎03-3230-1070 蕭03-3230-1021
http://lbyu-net.weblogs.jp/plan/

間取り集

データセンターで24時間365日運用監視して
いる『建て役者』ASPサービス。現場見学会等、
外出先からも簡単に顧客検索。「iPad」からも使
用できるオプションあり。

『建て役者』ASPサービス

（株）システムサポート プロダクトサービス事業部
☎03-3342-9611 蕭03-3342-3952

http://tateyakusha.jp/

営業支援

夢ハウスの規格住宅「郷の家」は天然木を生か
す真壁のデザインと、工場生産部材の多用によ
るスピード施工が特長。30坪であれば工期約3
週間、建築実行コスト30万円台／坪で収まる。

夢ハウス「郷の家」

（株）夢ハウス
☎025-256-1151 蕭025-256-1155

http://www.yume-h.com

パートナーシップ

構造材・勾配天井の木拾い、部屋毎のクロス㎡
数などの詳細見積が簡単に出来るCAD！図面作
成と積算が高い精度で連動し、データ更新など
メンテナンスが容易な在来工法向けの画期的な
CAD！利用会員募集中！

マスイデアCAD

（株）マスイデア
☎048-998-5555 蕭048-998-5757

http://www.masidea.com

CAD

あんしん住宅維持管理士は、当協会が定める民
間資格。住宅の資産価値向上を図るために住宅
の診断評価を行い、住宅の品質向上や豊かな住
生活を提案する役割を担います。資格認定試験
を全国主要都市で開催中。

あんしん住宅維持管理士

一般社団法人 あんしん住宅普及促進協会
☎03-5783-1701 蕭03-5783-1702

http://a-juutaku.com/

資格

木造建築、家具、建具、造園、園藝の専門学校。建
築職藝科と環境職藝科あり。各科2年間で技能
を学ぶ。

職藝学院

職藝学院
☎076-483-8228 蕭076-483-8222

http://www.shokugei.ac.jp

専門学校

願書受付中

選考日 2月17日（金）
3月 9 日（金）
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リフォームの打ち合わせを楽しく！が命名の由
来。既存のシップ社プレゼンソフトの住宅リフォ
ームに特化した簡単な操作性は継承しつつ、提
案書の自動作成、積算見積にも対応。2011年
10月新登場！

EnjoyReform

（株）シップ
☎03-3868-9621 蕭03-3868-9622

http://www.shipinc.co.jp/

プレゼンテーションサービス

我々のグループで実証済みノウハウをご提供。
毎月４万部のチラシを折り込むだけで、２４組以
上の新規集客が可能になる「高確率集客チラシ
の作り方」のノウハウ。

チラシ集客成功マニュアル

（株）サンキューホールディングス
☎03-6667-1899 蕭03-6667-1099 
http://www.thank-you-hd.co.jp

マニュアル 79請求
番号80請求

番号

長期優良住宅制度（耐震等級２以上）の申請に必要
な性能表示＋梁断面算定、住宅瑕疵担保履行法の
申請に必要な伏図の作成から、木造の３階建や大
型住宅の構造計算までをトータルに支援します。

木造住宅構造計算システム
ＳＴＲＤＥＳＩＧＮ Ver.15

ストラデザイン

富士通エフ・アイ・ピー（株）
【TC営業部】☎03-5730-0723 蕭03-5730-0720

http://www.fcena.jp/strweb/

木造住宅構造計算システム

好評発売中！

長期優良住宅制度も、木造3階建ての
許容応力度計算も、幅広い用途に対応

増える店舗併用住宅のニーズに応えるコンセプ
トハウス「はたらく家」。建物のプランニングのみ
でなく、開業に必要な資金・事業計画までをトー
タルでアドバイス。住宅の低価格が進む中、売り
上げ増が期待できる

はたらく家

（株）アンビエントホームネットワーク
☎03-6809-1078 蕭03-6809-1085
http://www.ambienthome.com

住宅ネットワーク

仮設工事から木工事、設備工事等、住宅建築工事
内容を35工種に分類し、「工事費・材料単価」を
掲載しています。自社における単価の検証、外注
費用の把握に最適です。932頁　定価3,000
円（税込）

積算資料ポケット版
総合編2012前期

財団法人経済調査会
☎03-5148-1650 蕭03-5148-1671
http://www.kentiku-hiyou.com/

見積単価資料

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

「ロイヤルＳＳＳ構法」は、高耐震、高耐久の家づ
くりを実現するロイヤルハウスオリジナルの新
構法。革新的な技術で、柱と梁の強い結合を生
み出し、美しさを損なわず高耐震構造を実現し
ている。「e・co・de smart」は、太陽光発電シス
テム、ＨＥＭＳ、蓄電、節電を搭載、テーマとし、
43坪1,690万円を実現。新規加盟店募集中。

「ロイヤルＳＳＳ構法
「e・co・de smart」

ロイヤルハウス（株）
☎052-959-3700 蕭052-959-3701

http://www.royal-house.co.jp

ネットワーク

構造計算で強度を保証し、狭小3階建やスキップ
フロアが自在に設計可能。その技術的優位性で
選ばれ、今や全国に一万棟。450社のネットワー
クによって培われたノウハウを共有しませんか？
登録工務店募集中！

究極の木造 SE構法

（株）エヌ・シー・エヌ
☎03-5775-7353 蕭03-5775-7350

http://www.ncn-se.co.jp

住宅ネットワーク

エクステリア事業で数多くの施工実績をもつセ
キスイエクステリアが工務店とのパートナーシ
ップ事業をスタート。エクステリアの提案～工事
～アフターフォローまでを同社に一任できるシ
ステム。同社のガーデンを自社顧客へ提案する
ことで、集客・契約数の向上、業務の効率化、満
足度のアップが期待できる。

セキスイエクステリア
パートナーシップ事業

セキスイエクステリア（株）
☎03-6685-7050 蕭03-6685-7055
http://www.sekisui-exterior.co.jp

ネットワーク

81請求
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「フランチャイズに加盟することは時間を買うこ
と」。様々な変化が起き続ける住宅業界におい
て、パートナー企業から託された時間を、強力な
武器に変える「トータルサポートシステム」で支
援。新規加盟店大募集中！ 担当：井原

ユニバーサルホーム

（株）ユニバーサルホーム
☎03-5542-3114 蕭03-5542-3146 
http://www.universalhome.co.jp/

住宅ネットワーク

長期優良住宅に標準対応するポスト団塊ジュニ
ア世代向けの高性能デザイナーズ注文住宅ネッ
トワーク。メーカー直取引システムと設計のルー
ル化により、建築家が設計する住宅を1,500万
円程度で提供が可能になる。

R+houseシステム

ハイアス・アンド・カンパニー（株）
☎03-5423-7333 蕭03-5423-5677
http://www.r-plus-house.com/

住宅ネットワーク

WILL STYLEクラブは、戸建賃貸市場でシェア
No.1を誇る「ユニキューブ」をはじめとした商品
ラインナップと、土地活用コンサルティングノウ
ハウを保有する優良工務店と不動産会社のネッ
トワーク。

ウィル スタイル

ハイアス・アンド・カンパニー（株）
☎03-5423-7333 蕭03-5423-5677

http://www.willstyle.net/

住宅ネットワーク

1000万円均一の
住宅でも高い利益
が手にできる「仕組
み」を提供。加盟金
はゼロ円とし、FC
の価格破壊を実現
した。設立3年足ら
ずで全国85店舗
のネットワークに拡
大。工務店経営に
必要なすべての要
素を支援する。

1000万円均一の
住宅会社「千金堂」

（株）千金堂
☎03-6407-8401 蕭03-6407-8402

http://1000kindo.com

住宅FC

工務店経営者の実践情報を基に構築した『デザ
イン住宅開発マニュアル』により全国160社超
のネットワークを構築。集客増・契約増・コストダ
ウンなど、持続的な企業成長のための仕組みづ
くりを支援。

フォーセンスシステム

（株）フォーセンス
☎03-5783-1701 蕭03-5783-1702

http://www.4sense.co.jp/

住宅ネットワーク

１０年間をかけて蓄積した健康増進住宅技術「い
やしろの住まい」の普及や、健康エコ建材提供、
営業・設計支援を中心とし、住まいづくり・企業
経営にこだわりを持つ地域工務店のネットワー
クです。

いやし健康増進住宅研究会

いやし健康増進住宅研究会
☎03-3503-8490 蕭03-3503-2869
http://www.iyashironosumai.com

工務店ネットワーク

自然素材、オール電化、エアコン・照明などをフ
ル装備し、販売価格1050万円を実現した「スマ
ートハウスシステム」。年間2～3棟の工務店で
も、1000棟規模の会社と同等の実行予算で家
づくりが出来るように、資材供給をするほか、施
工・業務の合理化を指導する。

スマートハウス

ハウジング光正（株）
☎074-926-2666 蕭074-926-2667

http://www.3203.co.jp

ノウハウ販売

無添加住宅は、化学物質を使わずに天然素材しか
使わないので、食べられるぐらい安全な家。アレル
ギーやシックハウスの方など誰もが安らげる家。
この度、「無添加住宅」の正規代理店を大募集！！

世界で一番自然に近い家
「無添加住宅」

（株）無添加住宅
☎0798-52-2255 蕭0798-52-7555
http://www.mutenkahouse.jp/

代理店募集

「木住協に入会しませんか！」当協会は木造住宅
および住宅資材等を生産・供給する法人、木造
住宅の設計を行う個人または法人を正会員とし
ています。詳細は下記へお気軽にお問合せくだ
さい。

木住協 入会のご案内

（社）日本木造住宅産業協会
☎03-5114-3010 蕭03-5114-3020

http://www.mokujukyo.or.jp

入会案内
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逆転の発想から生まれた特許取得の基礎工法。
床下の砂利層により、地中熱を利用した天然の
床冷暖房効果と振動低減効果を発揮。環境共生
と健康・安全住宅を両立。

SRC基礎[蓄熱床工法]

（株）八洲
☎049-235-0808 蕭049-235-6767

http://www.yashima.com

住宅用基礎工法

今、住宅を求めるターゲット層はユニクロ世代。
財産価値観よりも楽しい人生の価値観を求める
世代です。そんな世代が購入したい家がビルダ
ー 15クラブがご提案する2階建5層住宅「ラ・
クーヤ」。

ビルダー15クラブ

ビルダー15クラブ
☎086-245-4001 蕭086-805-4167

http://builder15.com

　

そ
の
他

※復興支援・住宅エコポイント対象商品です。

JIOリフォームかし保険

（株）日本住宅保証検査機構
お客様相談室☎03-6861-9210
http://www.jio-kensa.co.jp

住宅瑕疵保険

住宅地盤品質協会では、平成11年から認定資
格試験制度を設けて「住宅の地盤業務に関する
十分な知識を有する技術者」を育成している。現
在、全国の会員企業500社。毎年多くの住宅地
盤主任技士と住宅地盤技士を輩出。「地盤業務
には協会資格者の活用を」と呼びかけている。

住宅地盤技術者の
認定資格試験制度

特定非営利活動法人 住宅地盤品質協会
☎03-3830-9823 蕭03-3830-9852

http://www.juhinkyo.jp

住宅地盤技士の認定・育成

鉄筋の位置、方向、かぶり厚、鉄筋径、腐食度合
をカンタン、正確に測定。統計演算機能、パソコ
ンと接続しレポート作成可能（TH、SH）。

鉄筋探査機 ３３１２シリーズ
「住宅瑕疵担保責任保険」の現場検査に！
建築工事標準仕様書JASS 5 T-608
の検査に最適。

（株）サンコウ電子研究所
☎03-3254-5033 蕭03-3254-5055
http://www.sanko-denshi.co.jp

モデルTH、SH、BH、B

試験器  探査機

太陽光発電の設置工事用ＰＶリフト、仮設足場、
作業ステージがセットになったセブン足場の架
払レンタルサービス。作業者の安全確保に！施工
品質の向上に！差別化に！まずはお気軽に資料を
ご請求下さい。

リフバ

（株）三共
☎06-6311-1230 蕭06-6311-1240

http://www.sankyo-sea.jp

架払レンタル

検査と保証がセットになった「まもりすまいリフ
ォーム保険」は、リフォーム工事に瑕疵が見つか
った場合の補修費用をバックアップ！住宅瑕疵担
保履行法に対応した新築住宅を対象とした「ま
もりすまい保険」も受付中！

リフォームのもしものために
「まもりすまいリフォーム保険」 

“まもりす”で検索！

（財）住宅保証機構
☎03-6435-4690 蕭03-3454-2422

http://www.how.or.jp

住宅かし保険

エコ系・自然派系・健康系住宅会社様はぜひ一
度お問い合わせを！！

安心な家づくりのために
『地盤.jp』

ハイアス・アンド・カンパニー（株）
☎03-5423-7333 蕭03-5423-5677

http://www.ziban.jp/

エコ地盤改良差別化ツール
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103

資料請求FAXシート
必要事項をご記入のうえFAXしてください。

資料をご希望の場合は、各製品紹介の左上に書かれている資料請求番号と
同じ番号に○をしてください。

■会社名
フリガナ

■ご担当者名

■TEL ■FAX ■E-mail

■部署名

■役　職

■業　種

■規　模

■ご住所　　〒　　　－

フリガナ
□1～5人 □6～10人
□11～30人 □31～50人
□51～100人 □101人以上

資料請求をして下記の商品をもらおう！！
2012年2月29日までに到着した

FAXが対象になります。

資料請求FAXシート 026-234-1445

2012
1/30号

【資料請求をされる方へ】
FAXシートにご記入していただいたご購読者様の登録情報につい
ては、新建ハウジングが取りまとめ、該当企業に提供致します。それ
以降につきましては、各企業の責任において登録情報を管理し、資
料等をご送付させていただきます。代理店・販売店からご送付させ
ていただくこともございます。予め、ご了承ください。

掲載メーカーからの資料は1カ月前後かかる場合があります。お急ぎの場合は直接メーカーへご請求ください。

ご好評いただいている新建カタログハウスにWEB版も登場。
必要な資料をクリックするだけで、ＷＥＢ上から簡単に資料請求できます。

検 索検 索新建ハウジング
プレゼント希望
番号に○をして
ください。 A B
当選発表は商品の発送をもってかえさせて頂きます。

A 和風住宅 2012年版
新建新聞社編集、発行

和の心と自然の恵み・命ある
素材でつくる本物の和風住
宅。本誌は、そんな和風住宅
をお考えの方のための本で
す。住まいの中に施主の人柄・
人生観・美学が映し出される
ことが本来の家づくりだと考
え、和風住宅の情報をふんだ
んに提供します。

B リスク対策.com Vol.28
組織を守る人のための情報誌

5名様5名様

10名様10名様

新建新聞社刊

次のような方々のご購読を
おすすめ 
 ・ 全国自治体防災・危機管理
担当者
 ・ 一部上場企業の経営企画・
危機管理担当
 ・ 防災・危機管理専門業者・
団体
 ・ 建設、流通、コンサル、ライ
フライン系企業

14平成24年（2012年）1月30日
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