
＜工務店による需要予測＞  

 ジャパン建材株式会社発表による平成28年度2四半期（７月～9月）に向けての工務店による需要予測がまと

まりました。前回調査時（平成28年度第1四半期）予想に比べ3.2ポイントダウンの-1.1ポイントの下落という

結果となりました。しかし、前年同時期の調査で比較すると19.3ポイント増となっているので急激な落ち込みな

どは考えづらい状況となっています。また、国土交通省より平成27年度（4月～3月）の新設住宅着工件数も発

表されました。それによると着工総数920,537戸（前年比104.6%)となり消費税増税の駆け込み需要のあった

年の前年（平成24年度）の着工総数893,002戸を上回る結果となりました。今後の政策により大幅な環境変化

も考えられ、注視する必要があります。地域別に分析すると関東、東北の需要予測がマイナスに対し近畿以西は

プラスとなっており、東日本と西日本で明暗が分かれる形となりました。平成28年1月29日、日銀よりマイナ

ス金利政策が決定。これにより1月以降の住宅ローン金利はさらに一段安という結果になりました。固定金利の

代表的なフラット35の最頻金利は1.08%（平成28年5月）となり最安値を更新し続けています。さらに各種優

遇税制をはじめZEH(ネットゼロエネルギーハウス）や地域型住宅グリーン化事業、すまい給付金といった補助事

業の後押しもあり、これらが着工戸数の下支えになると推察されます。 

 先日、弊社顧客で実際に起きたトラブルをご紹介します。「塩ビタイルを貼ったら突き上げと 

目隙が起きた、製品不良ではないか！」というクレームを頂きました。施工環境を確認したところ、 

接着剤はメーカーカタログにも「塩ビタイル用接着剤」の記載があるアクリル樹脂系接着剤、下地 

はコンパネ新規、塩ビタイルは2mm厚、面取り加工なし、施工時期3月、オープンタイムも取って 

いる環境でした。メーカーに現調してもらったところ、「貼った製品に不良はない、接着剤の選定 

に誤りがある」という見解でした。陽当たりのいい場所は塩ビタイルが伸びて突き上げており、陽 

当たりの悪い場所は縮んでいるという状況。お客様は「いつもこの接着剤で施工しており塩ビタイ 

ル用接着剤の記載もある。今まで問題なかった」とのことでした。 

 メーカーの最終回答としては、「カタログ記載の塩ビタイル用接着剤は吸水性のある下地（モルタル、コンク

リート等）を条件としており、本現場はコンパネ（水を吸わない/あまり吸わない）下地のため、このアクリル樹

脂系塩ビタイル用接着剤は適応していない」でした。原因は3月施工のため朝晩の寒暖の差が激しいため接着剤

の接着力が発揮される前に塩ビタイルの伸縮が始まってしまったこと、また製品に面取り加工が施されていな

かったため、突き上げと目隙の症状が目立ってしまったことでした。面取り加工が施されている製品だと多少の

伸縮は気づかれにくいそうです。本現場の正しい選定はウレタン樹脂系又はエポキシ樹脂系接着剤でした。これ

らはアクリル樹脂系接着剤と比較し、価格は少し高いのですが、接着力を発揮する時間が短い、接着力が強いと

いう性質の製品です。仕上げ製品、下地状況、施工環境によって使用すべき接着剤が変わってきます。このよう

なクレームが起きてしまうと貼り替えや補修になってしまい、時間やコスト、労力がかかり、信頼も失いかねま

せん。接着剤の選定に迷ったら仕上げ製品、下地状況、施工環境をご確認の上、弊社担当にお問い合わせ下さ

 空き家の増加で日本の住宅ビジネスが転機を迎えています。野村総合研究所は空

き家が比率が2033年に今の２倍強の30％に増えると発表しました。現状、全住宅

の13.5％を占める空き家の比率が33年に30.4％に達する見込みです。一方で、住

宅を買う際に新築ではなく中古を選ぶ世帯は、15年の29％から30年には48％に

増える見込みで理由としては「住宅が長持ちするようになり、中古を買って自分好

みに改修する人が増えた」と見ています。 

 中古住宅の流通量は既に増加しており、15年は10年比37%増の26万戸になり

ました。住宅市場が新築から中古へシフトすれば、住宅大手以外の事業機会が広が

ります。 

２．貼り替えや原状回復が容易 

 １枚単位の施工も可能です 実（さね）がない形状で、下地への釘打ちや接着剤の塗布がないため、１枚単

位での貼り替えや施工前の状態への原状回復が容易に行えます。また、製品寸法は150mm×900mmと非常

にコンパクトで、梱包重量は約６kg/梱（1.62㎡）と、持ち運びも楽に行えます。 

３．機能性プラスでお手入れも簡単 

 食器などの落下傷、家具の引きずり傷などに強く、キャスター付きのイスや車イスの使用も可能。ワッ

クスによる艶出し・保護の必要もなく、施工後のお手入れも簡単です。 

４．広幅150mmで人気の銘木柄・４柄５色をラインアップ 

 空間の広がりや高級感を演出できる幅広150mmにて、人気のアッシュ柄・１色、ウォールナット柄・

２色、チェリー柄１色、バーチ柄１色をラインアップとなっています。 

 ジャパン建材フェアでは、建築資材や住宅関連機器メーカーが一堂に会し、市場のトレンドを反映した特集やイ

ベント、セミナーなどを開催しております。会場内は、木質・水廻り・外装・素材・電機・その他のエリアに大き

く分かれ、商品情報をより的確にお伝えし、商品の比較・商談も限られた時間の中で有効にご利用いただけます。 

開催日時 8月26日(金)9時30分～17時30分、27日(土)9時00分～17時00分 

開催場所 東京ビッグサイト東展示場 1・2・3ホール 

※招待状がないと入場できませんので、入場ご希望の方は、弊社営業までお問い合わせください。 

 

 

平成28年度第2四半期（7月～9月）の業界需要予測 

床接着剤の選定にご注意を！ 

2033年 空き家3割時代到来！？中古住宅価格評価に課題 

大建工業(株) 業界初の吸着施工の床材「吸着フローリング」を新発売 

第36回ジャパン建材フェア開催 

【製品の特長】 

１．業界初の吸着施工の床材。簡単に静かに、短い工期で施工が可能 

 裏面吸着加工 「吸着フローリング」は建築業界で初めてフロア基材と吸着材を組み合わせた、厚さ４ｍｍの

リフォーム専用床材です。一般的な製品は、釘や接着剤を使用して床材を下地に固定しますが、「吸着フローリ

ング」は、裏面の透明フィルムを剥がして上から手で全体を押さえるだけで、吸着面が下地に固定されるため、

一般の方でも簡単に施工が行えます。また、製品のカットはカッターナイフなどで容易に行えますので、施工中

に大きな騒音を発生させることもありません。 

 

 空き家対策は政府も力を入れていて、リフォームの補助金を設けたり、倒壊の危険が高い空き家を固定資産税

の優遇対象外にして活用を促しています。ただ中古住宅の流通比率が７０～８０％程度の欧米に比べると日本は

大分遅れています。戸建の価格を築２０年～２５年でゼロと査定する評価システムや中古住宅のローンが新築よ

りも不十分な点が足かせになっています。空き家が増えているにも関わらず、大手は新築を作り続け、買手も新

築思考でしたが、もっと空き家が増えれば、景観だけでなく防災や治安面でも大きな問題を引き起こすかもしれ

ません。空き家ビジネスを軌道に乗せるには更なる知恵や手段が必要となってくるでしょう。 

 

 最有力は、住設大手で「リフォームは大きな仕事になる」とＬＩＸＩＬの瀬戸社長は今後の成長へ向けた牽引

役として空き家のリフォームを掲げた。4月末に都内で開いた「リフォームフェア」は、来場者が当初目標を２

割上回りました。また東京急行電鉄は今年３月、住宅改修ベンチャーの「リノベる」に出資、人が住まなくなっ

た中古マンション１棟をまるごと買い取り、改修して販売、東急沿線を中心に事業を拡大しています。 

 住宅大手も中古に目を向けていて、積水ハウスは中古マンションの大規模改装事業を立ち上げ、著名なデザイ

ナーが内装を監修。ミサワホームが昨年開設した中古情報の活用窓口には、ひっきりなしに電話がかかり、建て
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工務店の仕事量の見通しをポイントで表したグラフ 
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タチカワブラインド ロールスクリーン「ラルク」 新発売 



 

 

 

 弊社各営業所に受注、お問い合わせ専用メールアドレスがあるのはご存じでしょ

うか？電話ではどうしても起きてしまうご注文時の「言った、言わない」のトラブ

ルを防ぐことができます。また、カーテンやロールスクリーン・ブラインドの窓廻

り商品専用フォーマットもご用意しています。「商品のことで問い合わせしたいが

電話では伝えづらい、カタログのコピーをＦＡＸしたいが写真が真っ黒になってし

まう」と言う経験はないでしょうか？お持ちの写真やファイルの資料をメールに添

付していただければ、スムーズに回答することができます。パソコン、タブレッ

ト、スマートフォンからご利用できますので是非ご利用ください。 

 ＴＯＳＯエリートのレール、各部品のライトオーク、 

ミディアムオークが６月末に廃色となりました。 

在庫されているお客様はご注意ください。 

 シーアイ化成からホワイトボードシート専用カタログが発刊されま

した。オフィスなどの空間に付加価値を簡単に加えられ、現場に合わ

せてそれぞれの特徴をもった製品をお選び頂けます。 

・ベルビアンホワイトボードシート 

 3色のカラーバリエーションから選べ、粘着施工なのでパーティショ

ンや家具などにもOK。金属下地なら不燃も取れます。 

・マグウォール 

 マグネットでメモなどをとめることが出来ます。市販推奨糊での接

着施工タイプと平滑面へ吸着施工タイプの2種類です。 

 

上記各メーカー、各商品に関して、カタログ請求や商品詳細などご不

明な点は各営業所担当営業までお問い合わせください。 

 6月1日にタチカワブラインド ロールスクリーン「ラルク」の見本帳が新発売されました。仕様が大きく変更

となっているため、その特徴をご紹介いたします。 

＜意匠性に優れ、直射光を遮る機能が一体となった「ラルクシールド」＞ 

 「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの 

気になる直射光を遮る“シールド”が付きます。“シールド”は、 

生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと 

見せる効果もあります。“シールド”には、製品本体と同じ生地が 

付いているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 

※一部の柄はシールドに生地が付きません。 

 新見本帳では生地のラインナップがリニューアルし、省エネや水拭き 

などの機能性に優れた生地のバリエーションも充実。他にも、ロール 

スクリーンの生地をデザインや文字で切り抜く「デザインカット」が 

 8月11日が新しい祝日、山の日となります。2016年（平成28年）に施行され

た日本の国民の祝日の一つで、山に関する特別な出来事などの明確な由来がある

わけではないが、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨と

した祝日という事です。この祝日が制定されたことで、祝日の制定がない月は6月

のみとなりました。 

 気象庁の発表によると、今年は、ラニーニャ現象が発生する可能性が高いと発表

されました。ラニーニャ現象とは、南米ペルー沖から西の赤道付近の太平洋の温度

が平年よりも下がっていればラニーニャということになり、日本では夏の時期に起

こると気温が高くなる傾向にある為、猛暑となる予想です。平均気温で32度、最

高気温で37度超えの予想となっております。 

 そうなると気になるのが汗の臭いです。空家の張替で一人で入っているならまだ

しも、他の職人さんと共同の現場や、在宅で人の居るお宅での作業となると、汗の

臭いが気になって仕事も手につかないなんてこともあるかと思います。そこで今好

評発売中なのが広島のワークタオル！気になる臭いの元をイオン化結合により、無

臭成分に分解。汗の臭いはもちろん、加齢臭や、足の臭い等も、消臭する優れもの

です。在宅現場で住人の方がいても、取引先の会社へ行かなければならない時も、

 ニチベイが「調光体験」というブラインドのスラットやルーバーの角度を

変更することにより、写真だけでは見れなかった微妙な光の取り入れ状態を

詳細に見ることができるＷＥＢコンテンツを開発しました。ブラインドだか

らできる、細やかな調光をお手持ちのスマートフォンやタブレットで是非

体験してみてください。 

タチカワブラインド ロールスクリーン「ラルク」 新発売 

ニチベイ 指で触ってブラインド開閉 調光体験 

トーソー カーテンレール｢エリート｣廃色案内  

 ヤヨイ化学は、これまで夏季の時期にピュアラに別添付しておりました「乾燥調整剤W」を、手間がか

かるなどのご意見により、今年より新たに配合された製品に変更となりました。ケースに「乾燥調整剤W

配合品」と印刷が入りますが、従来の製品に「乾燥調整剤W」を添付したものと性能は変わりません。新

しくなったピュアラを是非使ってみてください。 

 

ヤヨイ化学 ｢ピュアラ｣に乾燥調整剤Wを配合 

３M ダイノック｢吸音フィルムG｣のご案内 

シーアイ化成 ホワイトボードシート専用カタログ発売 

今年の夏は暑い!!2016年猛暑予想!! 

発注・お問い合わせ専用メールアドレスのご案内 

8月11日新しい国民の日｢山の日｣施行 

￥1,200/枚 

・ルノン フレッシュ ７月6日（水） 

・リリカラ LYタイル 7月６日（水） 

・東リ タイルコレクション ７月２７日（水） 

・TOSO カーテンレール ７月中  

見本帳発売情報 

 ご好評いただいておりますサン

ゲツ「Ｈフロア」「コンパクトＨ

フロア」および「ノンスキッド」

見本帳の有効期限が2016年7月

までとなっていましたが、2016

年9月までに延長されました。 

 新見本帳の発売情報が入り次

第、改めてご案内致します。 

 

サンゲツ Hフロア 期限延長 

コバソウ 7月～8月の営業日 

 ３Ｍダイノック「吸音フィルムＧ」は、耳障りな4000Hｚ前後の周波数の残響時間を低

減しつつ、声の主成分である500Hz前後の周波数の残響時間も低減する効果があります。

これにより、よりスムーズなコミュニケーション環境を作り出します。例えば、電話会議

などにおいて、聞き取りづらさの原因となるスピーカーフォンのひろう反響音を低減する

ことにより、会話が聞き取りやすくなり、電話会議の進行もスムーズになります。 

【各営業所メールアドレス】 

市川：h-order@kobasou.co.jp 東千葉：y-order@kobasou.co.jp 城東：s-order@kobasou.co.jp  

本年の夏季休暇は8/11（木）～8/16（日）となります。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い致します。 

水不足の危機！節水しよう 

 暖冬による雪不足で、利根川水系のダムの貯水率は平年の半

分近くまで落ち込んでおり、水不足の危機に面しています。梅

雨に入ってもダム周辺では降雨が平年より少なく、梅雨明け後

も晴天が続くとみられています。今後まとまった雨が降らない

限り回復は難しく、関東から九州にかけて大渇水となった

1994年のようになる恐れも懸念されています。水を出しっぱ

なしにしない、洗濯物はまとめて洗うなど節水しましょう。 
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