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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３０mm、仕様
規定では同３６mmで次世代省エネ基準をクリ
ア。Ⅰ地域用６１m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

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

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

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

夏涼しく、冬暖かい、４０％以上の節電効果。簡単
施工。施工費は坪１～１．５万円程度。施工費以
外、会費、入会金など一切無料の会員システム。
折り込みチラシ、見学会用パネルなど無料提供
の充実サポート体制。

ＣＷ断熱工法

（株）ＭＸエンジニアリング
☎03-3265-4881 蕭03-3265-4882

http://www.mx-eng.jp

断熱材

等級4、次世代省エネ基準、エコポイントに対応。
優れた断熱性により大巾な節電とCO2削減が
可能。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。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

■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

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
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野地板・構造用合板を必要としない、自然素材の
木でできた外張り用断熱材。屋根用、床用、壁用
の3種あり、施工箇所に応じて高い性能を発揮。
複雑な断熱気密施工や通気工法が不要で、直接
モルタル塗りで仕上ることができる。各種防火
認定も取得済み

環境断熱®ECOボード

GERMAN HOUSE Corporation
☎048-291-0666 蕭048-291-0633
http://www.germanhouse.co.jp

断熱材

日本製・羊毛100％断熱材として、CO2削減に
も貢献。羊毛100%だから、水分吸着能力も高
く、より多く揮発性有機化合物(VOC)を除去。リ
サイクル製品として土に戻せる、生分解可能な
自然素材100%の製品。

エコール-100

長尾商事（株）
☎052-203-5100 蕭052-203-5077

http://www.nagao-shoji.co.jp

断熱材

高性能断熱材で確実に包む外断熱工法＋ドイツ
サッシを採用し、高い省エネ効果が期待できま
す。木造・ＲＣに対応、大臣認定の防火耐火構造、
選べるテクスチャー３種類･カラー３６色で、色あ
せせずいつまでも鮮やさを保ちます。

『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

『ミラフォームΛ（ラムダ）』は、特殊な気泡膜によ
り、熱伝導を抑制したノンフロン高性能断熱材。
熱伝導率０．０２２Ｗ／ｍ・Ｋ以下を実現。４ＶＯＣ
基準にも適合。水にも強く、安定した性能を発揮
する。

ミラフォームΛ（ラムダ）

（株）ＪＳＰ
☎03-6212-6363 蕭03-6212-6369

http://www.co-jsp.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

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

木の繊維でつくられた自然素材外張断熱材。屋
根・壁・床の3部位に最適化して商品開発。耐水
性・透湿性があり、結露を防止する。モルタルを
直塗りでき、胴縁施工と複雑な気密施工が不要。
屋根・壁に構造用合板が不要になる。充填用断
熱材も用意する。

環境断熱 ECOボード

ビーフォレスト（有）
☎086-943-0094 蕭086-943-2514

http://www.bi-foresuto.jp

断熱材

ポリウレタン原液を現場でスプレー施工する断
熱システム。発泡したポリウレタンが多量の空気
層を保ち、優れた断熱性能を発揮。スプレー施工
のため、密着性と施工後の寸法安定性に優れ、
高い気密性を確保する。専門スタッフが現場の
養生から施工、品質管理までを一貫して行う。

ソフティセルONE

クラボウ
☎06-6266-5479 蕭06-6266-5117
http://www.kurabo.co.jp/chem/sofuone

断熱システム

ミネラルが主成分の溶液を、下地及び仕上げ材
として使用します。有害化学物質を分解低減、国
の暫定目標値であるTVOC400μg/㎥以下を
可能にしました。消臭、酸化抑制効果及び、体感
温度の変化による省エネ効果があります。

リバース工法

（株）リバースジャパン
☎0250-47-6071 蕭0250-24-0181

http://www.rebirth-j.com

内装下地材
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稚内珪藻頁岩を焼成した内装タイル。珪藻土・ゼ
オライトの4～8倍の自律調湿機能で室内温度
を最良の60％前後に調整し、下地材や壁体内
の結露による損傷を防ぐ。室内容積15％程度の
施工面積で効果が得られる。

豊ヘルス

鈴木産業（株）
☎0166-61-4741 蕭0166-61-8357
http://www1.odn.ne.jp/suzuki-sangyou/

内装用壁板

木造通気工法への採用に最適な下地セメントボ
ード。通気胴縁に専用ビスで止め、その上に樹脂
モルタルやグラスファイバーメッシュなどを用い
て下地をつくり、塗り壁やタイル張りなどで仕上
げる。柔軟性に優れ、曲面施工も可能。防火試験
合格済み。

ユーティークリート
セメントボード

ブライトン（株）
☎03-3491-2861 蕭03-3491-2863

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

下地セメントボード

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

遮熱効果をプラスしたフッ素樹脂塗装を採用。
日射による表面温度の上昇を抑制し、優れた塗
膜耐久性で、長期にわたり美しい外観を保つ。塗
膜変褪色10年保証で、“メンテナンスのさらな
る低減化”にも対応する。

ガルスパン®NEO-J フッ素

アイジー工業（株）
☎0237-43-1810 蕭0237-41-1810

http://www.igkogyo.co.jp/

壁材

材料に木材チップを使用し、二酸化炭素（ＣＯ２）
を固定化した外壁材。それが「オフセットサイデ
ィング」です。ニチハの「モエンエクセラード」、
「モエンサイディングＷ」の商品は全て「オフセッ
トサイディング」です。

地球温暖化防止に寄与
「オフセットサイディング」

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

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

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

木造軸組の内壁
用不燃耐力面材
として高い耐力
性能（軸組標準仕
様:壁倍率２.９）を
実現。筋かいより
優れた耐力を発
揮する。さらに、
ユーザーの様々
な要望に応える
べく、床板差込仕
様、壁上下すき
間仕様、枠組標
準仕様を取り揃
えている。

タイガーグラスロック
耐力壁

吉野石膏（株）
☎03-3284-1181 蕭03-3284-1194
http://www.yoshino-gypsum.com/

耐力壁

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
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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。

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

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

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

屋根瓦

独自の多種構造とランダムな粒状彩色石でイタ
リア独特のグラデーションカラーを表現。立体感
のある陰影を演出し、個性豊かで深みのある表
情を屋根に与える。化粧スレート瓦の約１／２と
軽量で、耐震性にも優れた製品。

テゴライタリアン
シングルライン

丸鹿セラミックス（株）
☎0566-41-0226 蕭0566-41-3748

http://www.marushika.com

屋根材

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

低汚染機能で遮熱性能の持続性を図る。充実し
たラインアップで、屋根用の「クールタイト」を始
め、壁用の「クールテクト」、屋根防食の「クール
タイトＥＬ工法」、屋上防水の「クールタイトHI工
法」を紹介。

ＳＫＫの遮熱塗料

エスケー化研（株）
☎072-621-7733 蕭072-621-7734

http://www.sk-kaken.co.jp

遮熱塗料

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。

１８０㎜巾の無垢オーク
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

等級4にぴったりの床用断熱材、ジュピー。性能
がいいので、薄くてＯＫ！

ジュピー

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

床充填専用断熱材
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強力なバネで、アンカーボルトを一発固定。コン
クリート打設前の取付けで横倒れ・自沈なし。バ
イブレーターを最後まで掛けることができ、空隙
のない引き抜きに強いアンカーボルトの施工が
可能。

アンカーボルト固定材
『アンカーホルダー』

ライコ・インターナショナルジャパン（株）
☎03-3374-8641 蕭03-3374-8642

http://www.wrico.co.jp/kenchikushizai.html

　　基礎部材

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

木造軸組工法の耐力壁として「壁倍率１．３」の
国土交通省大臣認定を取得。特殊粘弾性ゴムの
採用し、震度６強の地震で水平変位を最大50％
低減する。経年変化が少なく、繰り返す余震にも
強い。新築・リフォームに対応。

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

壁と柱の間に介在させるだけで耐震性能が大幅
に向上する、両面テープ状の「制震」建材。家全
体に地震エネルギーを分散させて、家一棟がま
るごとダンパーに。

制震テープ（超制震住宅）

アイディールブレーン（株）
☎03-5541-7600 蕭03-5541-7601

http://www.ibrain.jp/

耐震材料

天井・床を壊さない工法で、2000年の発売以
来、累計3万6千棟以上の採用実績を持つ壁補
強キット。3分割のボードで容易に搬入、耐震効
果も高い。日本建築防災協会の認定を取得し、
自治体の補助金にも対応可能。

NEWかべつよし

エイム（株）
☎048-224-8160 蕭048-224-8180

http://www.aimkk.com/

内壁耐震補強キット

製品中央の蛇腹部が、繰り返す地震の揺れに追
随しながら地震の振動エネルギーを吸収。家屋
の揺れを軽減し、耐震性を向上させる。ステンレ
ス製でサビに強く、メンテナンスフリー。梁と柱、
柱と土台の接合部にネジで取り付けるだけの簡
単施工。

アコーディ

岡部（株）
☎03-3624-5401 蕭03-3624-5154

http://www.okabe.co.jp

接合部強化工法

建物の揺れを抑える制震技術。それはしっかりと
した耐震構造があるからこそ活きる技術。長年
培った耐震のための接合金物の技術から生まれ
たカネシンの制震装置「V-RECS」。耐震と制震
の両面から家づくりを支える。

V-RECS（ヴィ・レックス）

（株）カネシン
薔0120-106781 蕭0120-677010

http://www.kaneshin.co.jp

制震装置

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19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.19

（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

＜特徴＞ ・優れた粘着性
 ・抜群の作業性
 ・優れた耐久、耐候性
 ・環境にやさしい

カットクロスＨＢ（片面）
カットエースＨＢＷ・
カットエースＲＢＷ（両面）

住化プラステック（株）
☎03-5543-5437 蕭03-5543-5935

http://www.sumikapla.co.jp/

アクリル防水気密テープ
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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!

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

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

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

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

伝統素材である漆喰に南九州の特殊な土・シラ
スを加え、漆喰とシラス壁の特性を兼ね備えた１
００％天然素材の内装用左官仕上げ材。堅牢で
耐火・調湿・消臭機能に優れるほか、多くのシラ
ス壁ユーザーから要望のあった平滑仕上げも可
能となった。

白洲漆喰

高千穂シラス（株）
薔0120-011-535

http://www.takachiho-shirasu.co.jp

内装仕上げ材

健康建材「エコカ
ラット」に水まわ
り向け「エアリオ
シリー ズ」が 誕
生。従来からの調
湿機能・におい軽
減・化学物質低減
の３つの機能を
ベースに、清掃性
と調湿性能を向
上させた。水がか
かる洗面所やト
イレの壁面に使
用しても汚れが
簡単にとれ、湿気
も効果的に低減。 

エコカラット
エアリオシリーズ

ＩＮＡＸ【（株）ＬＩＸＩＬ】
薔0120-1794-00
http://inax.lixil.co.jp/ 

内装材

新・空気環境改善の抗酸化資材「ReN（れん）」
が、清らかで健康的な空気環境（ReN空間）を創
造、再生します。下地材塗料や珪藻土など４つの
製品を取り揃え。新築に限らずリフォームの差別
化にも最適です。

ReNコート・ReN珪藻土・
ReN塗料・ReNウォーター

日菱企画企画（株）
☎03-3503-2867～8 蕭03-3503-2869

http://www.ren-net.jp

抗酸化資材

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
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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

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

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

稚内珪藻頁岩100％の床下調湿・消臭材。床下
湿度を60％前後に自然吸放湿で自律調湿し、
床下の結露・カビの発生を抑え、木材の腐朽を
防ぐほか、床下特有の臭いを消臭し発生を防ぐ。
効果は半永久的に持続する。

豊ドライ

鈴木産業（株）
☎0166-61-4741 蕭0166-61-8357
http://www1.odn.ne.jp/suzuki-sangyou/

床下調湿・消臭材

稚内珪藻床下白アリ防蟻材。布基礎内側・支石・
給排水管周りに7cm高に盛り付け、蟻道で上昇
する白アリを脱水状態で殺虫し、木材への侵入
を防ぐ。有機リン剤やVOCの含有放散はなく、無
害安全。効果は半永久的に持続する。

豊サンド

鈴木産業（株）
☎0166-61-4741 蕭0166-61-8357
http://www1.odn.ne.jp/suzuki-sangyou/

防蟻材

ドアを閉じたままでも通風・換気ができる採風ド
アの内開き窓タイプをラインアップ。従来の上げ
下げ窓タイプに比べ、外観の出幅を抑えたスリ
ムなデザイン。採風面積は約2倍に向上し、エコ
で快適な暮らしを提案する。

「ラフォース」シリーズ

三協立山（株）
薔0120-53-7899 蕭0766-20-2656

http://alumi.st-grp.co.jp/

玄関ドア

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。

Ｌｉｖｉｅ Realo [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://sumai.panasonic.jp/interior/realo/

インテリア住宅部材

防犯性能と断熱性能を兼ね備えた最高水準の
木製サッシ。防犯性能は防犯ガラスの採用とハ
ンドルレバーにカギが付いた事で格段に向上。
断熱性能はペアガラスでトリプルガラスに匹敵。
開閉金具はドレーキップを採用。

GERMAN Window

GERMAN HOUSE Corporation
☎048-291-0666 蕭048-291-0633
http://www.germanhouse.co.jp

木製窓

プロ・ビルド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1.07～1.58W/㎡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
プロ・ビルドシリーズ

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
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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

ガラスにコートした特殊金属膜の効果で、年間
通じて高い省エネ性能を発揮するＬow-Eペアガ
ラス。通常の複層ガラスに比べて夏の遮熱性能
は約２倍、冬の断熱性能は約２．５倍（アクアグリ
ーンＥシリーズの場合）。

Ｌｏｗ－Ｅペアガラス
サンバランス

旭硝子（株） ＡＧＣガラスカンパニー
☎0570-001-555

http://www.asahiglassplaza.net/ 

ガラス

織りや素材で表情を楽しめるベーシックな生地
や機能的な生地、省エネ効果の高い生地など、8
シリーズ全319色。バーチカルブラインド「アル
ペジオ」との共通柄も豊富で、コーディネートが
楽しめる。

ソフィー

（株）ニチベイ
☎03-3272-2592 蕭03-3272-4266

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

ロールスクリーン

経年変化や割れが少なくメンテナンスも簡単な
樹脂デッキ。リブとフラットの両面仕上げ。ビス頭
が見えず施工が簡単にできる金具もラインアッ
プ。従来通りの専用ステンレスビスによる脳天ビ
ス留め工法も可能。￥980/m

ガーデンデッキ

（株）サンワカンパニー
薔0120-468-838 蕭0120-382-096
http://www.sanwacompany.co.jp/

建材

何者も拒むことのない、スクエアなフォルム。素
材が持つ上質感を活かしたシンプルデザイン。
付け足すものから、デザインエレメントとして機
能する雨とい「ＨＡＣＯ］。ホワイトカラーと角た
てといも新登場。   

ガルバリウム雨とい「HACO」 

（株）タニタハウジングウェア
薔0120-011-849 蕭03-3968-3000

http://www.tanita-hw.co.jp/

雨とい

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱
性能（Ａ-４等級相当）。使用目的に応じて３種類
の断熱性能から選択可。コインロックを回すだけ
で、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くこと
ができる。

気密・断熱壁点検口
ＷＸＤW型

（株）ダイケン
☎06-6392-5321 蕭06-6397-8600

http://www.daiken.ne.jp

点検口

設　

備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。国内最長レベルのメーカー
出力保証付き。

カナメソーラールーフ

(株)カナメ
☎028-660-3831 蕭028-660-3832

http://www.caname-solar.jp

太陽電池パネル

太陽のチカラをフルに活かす、２４０Ｗモジュー
ル。太陽電池モジュールは、変換効率世界ＮＯ．
１。パワフル発電で省スペース・軽量化を実現、
発電力が違うから長い先を見越した導入を、そ
の差は歴然。

住宅用太陽光発電システム

（株）東芝
薔０１２０-４０２７４３（CO2なしさ）

http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/

太陽光発電
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屋根材と太陽光発電パネルを一体で施工できる
太陽光発電トータルシステム。パネルの下の屋
根材が不要なため、荷重を軽減できるうえ、周囲
の屋根材と一体感のある美しい仕上げが可能。
防水10年保証対応。

ソーラークロス

田島応用化工（株）
☎03-5821-7722 蕭03-3863-7564
http://www.tajima-ohyohkakoh.jp/

太陽光発電システム

排水合流継手「KCユカマス」で基礎貫通箇所を
集約。さや管構造で排水管の更新対応を可能と
する「KC貫通パック」を使用することにより、長
期優良住宅にも低コストで対応。

コンパクト床下排水システム

クボタシーアイ（株）
☎03-5246-7800 蕭03-5246-7884

http://www.kubota-ci.co.jp

排水設備

■高気密・高断熱住宅に最適■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”

全熱交換型換気システム

８５％の温度交換が可能な、全熱交換型の２４時
間第一種換気装置。第三種換気装置からの切り
替えにより、Q値を0.3低減することが可能。DC
モーターを採用しているため、省電力で環境に
も優しい、高性能商品。

24時間換気装置
第一種全熱交換型
"SE200R"

ローヤル電機（株）
☎03-5424-1861 蕭03-5424-1864

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

24時間換気装置

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

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

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

静岡県地域支持率No.1工務店「納得住宅工房」
その真の姿と魅力・強さを公開！集客力、営業力、
設計デザイン力、オリジナル商品による差別化住
宅で勝てる工務店経営のノウハウ作りを支援。

勝てる工務店の
ノウハウ伝授「納得倶楽部」

納得倶楽部（株）
☎0545-62-7109 蕭0545-62-7119

www.nattoku-club.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
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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

フランク・ロイド・ライト財団とのライセンス契約
に基づき、「オーガニックハウス」のブランドネーム
で全国展開する住宅ネットワーク。フランク・ロイ
ド・ライトの有機的建築の精神を受け継ぎ、感性・
普遍性をテーマとした住まいづくりを提案する。

オーガニックハウス

日本オーガニックアーキテクチャー（株）
☎052-225-7625 蕭052-225-7626

http://www.organichouse.jp

住宅ネットワーク

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200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

「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

ロイヤルハウスのスマートハウスは、高耐震・高
耐久の家づくりを実現する、独自の木造新構法
「ロイヤルSSS構法」をベースに、太陽光発電シ
ステム、HEMS等を搭載した、発電・蓄電・節電
をテーマとしたエコ住宅。新規加盟店募集中。

1000万円台の
スマートハウス

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

ユニクロ世代の求める家は普通の家は買わな
い。シンプルモダンに独創的な2階建5層の楽し
い暮らし。本体1188万円の粗利25％、年間
15棟の安定経営を目指すクラブ。売れる住宅、
儲かる住宅はビルダー 15クラブの『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

　

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

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

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
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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

不動産売買仲介専門フランチャイズを全国に２
３４店舗展開中の業界ナンバー１チェーン。地域
1番店を目指すために必要なノウハウがハウス
ドゥ！に。４月度２２７組の新規来店を実現した成
功店舗事例集をプレゼント！

ハウスドゥ！

（株）ハウスドゥ
☎075-253-6292 蕭075-255-9955

http://www.housedo.com/

不動産売買仲介専門ＦＣ

ワクワク感・スピード・リアリティを向上させる
iPad用プレゼンツールBinOアプリ。省エネ、耐
震性能も規格化されたスキップ＆コンパクトハ
ウス”BinO”で受注・利益ともに大幅アップ。

スキップ＆コンパクト
“BinO”

ビーノマスターズクラブ
☎0584-73-4533 蕭0584-73-4522

http://www.bino.jp/

加盟店募集

「あなたの街の新聞で断熱材を作りませんか？」
断熱材は地域の新聞で作る時代が始まりました。

地産ｅＣＯ断熱協会

地産eco断熱協会
☎03-6666-2585 蕭03-4333-0780

http://chisan-eco.jp

断熱材の地産地消

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

「耐震」の考え方を一日でマスターできる講習
会。木造の倒壊原因や地盤の判定などの基礎知
識から、Ｎ値計算方法や一般診断方法における
現場判断手法まで学べる。受講者には修了証を
発行。

耐震技術認定者講習会

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
☎03-5909-1881 蕭03-5909-1882
http://www.mokutaikyo.com/

講習会

工
務
店
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

お客様が気になる月々の返済額やベストな購入
時期、戸建とマンション購入のどちらがお得かを
比較できる高機能なシミュレーションが付いた
住宅販売ＨＰシステム。自社で文章や写真の入
れ替えが簡単に可能。

問い合わせＵＰ！
シミュレーション機能付き
住宅販売ＨＰ

エービーネット（株）
☎027-310-2600 蕭027-310-2601

http://www.abnet.ne.jp/

住宅販売システム
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ゼロエネルギー＆売電収益住宅「ナレッジ」は、
環境共生思想に基づく高断熱材やトップランナ
ー設備の“省エネ＋創エネ”住宅。設計図書、
CAD、積算ソフト他、パンフレット作成ソフト等
付で48万円で好評発売中。

IT住宅ナレッジパッケージ

（株）エバーグリーン
☎017-738-4892 蕭017-738-4823
http://www.kikaku.jutaku.com

工務店支援ソフト

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

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

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
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

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。

『顧客管理』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

接客に使うプラン集として活用。セット販売の
み。詳しくは、ホームページ【住まいの文化座】で
検索！

年間500棟のプランニング実績から生まれた

住まいの間取り集
30坪編・40坪編・狭小住宅編・二世帯住宅編

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

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

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
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そ
の
他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！

住宅保証機構（株）
☎03-6435-4690 蕭03-3454-2422

http://www.mamoris.jp

住宅かし保険

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

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

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495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

3,200㎡ものフロアーに、輸入住宅・部材・建
材・設備のメーカー約４０社が出展する総合展
示場「ＡＴＣ輸入住宅促進センター」に、北米、北
欧、中欧の異なるテイストを比較できるモデル
ルームオープン。

モデルルームオープン

ＡＴＣ輸入住宅促進センター
☎06-6615-5432 蕭06-6615-5288

http://www.atc-ihpc.com/

展示場

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

業界初の、沈下修正工事に関する保険。物件登
録毎に第三者の確認・審査を行い、万が一再度
不同沈下が発生した場合に補償。
保険責任期間は10年。

審査制度・沈下修正保険
「グラウンドサポートテン（ＧＳ１０）」

（株）住品協保証事業
☎03-6272-9814 蕭03-6272-9815
http://www.juhinkyo-hosho.jp/

審査制度・沈下修正保険

大切な家づくりには、まず、地盤調査・地盤保証
から。瑕疵担保履行法に対応した「審査付き地盤
保証」として住宅会社をバックアップ。協会認定
の1・2級地盤検査技士（全国約700名）が技術
管理基準を尊守し、全国で活躍中。

地盤保証 Gメン（地面）

一般社団法人 地盤保証検査協会
☎045-232-1127 蕭045-232-1129

http://www.kensa.co.jp

地盤調査
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請求
番号 112 請求

番号 111 請求
番号 110

請求
番号 109 請求

番号 108 請求
番号 107

請求
番号 106 請求

番号 105
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