
冨士建設工業㈲一級建築士事務所
　 お 世 話 に
なっておりま
す。
　当社は昭和
24年に建築業
としてスター
トし、昭和28
年より徳島で
初めてコンク
リート製品の
加工場を立ち上げて以来、高品質のコンクリート二次製品の製造、販売に努めて参りました。
　また、昭和41年には生コンの製造販売、土木建築業にも進出しました。コロナウイルス感染が収束から終息に向か
うことを願いつつ、コンクリート製品の製造・販売を通じ地域の振興、活性化に努めて参る所存でございます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

（西岡　恭太郎）

中本造林徳島㈱
　徳島県建築士事務所協会正会
員、並びに賛助会の皆様には平
素よりご愛顧賜り、誠に有難う
御座います。徳島県産材を中心
に杉、桧の造作材を生産してい
ます。ウッドショックの影響を
受け皆様には納期や価格面で御
心配をお掛け致しているところ
です。国産材100％の弊社にとっ
て安定供給に全力をかけ、工期
の遅れなきよう努力してまいり
ます。県産材の情報や見積りが
必要な際には、お気軽にお問い
合わせ頂きます様お願い致しま
す。� （糸谷　吉行）

　今年もまた、新型コロナウイルス感染防止の観点から、協会活動は縮小を余儀なくされました。
　そこで、協会誌 vol.65 でも、昨年号に引き続き、賛助会会員の事業所紹介や新商品ＰＲなど、
「会員だより」として投稿いただいた会員を誌面紹介することとしました。
　また、ご希望の賛助会会員には、ＨＰ等にリンクできるようＱＲコードも記載しています。
　この編集を行っている時点では、全国的に新規感染者数は減少しておりますが、新たな変異株
の脅威も報じられ、油断は禁物です。
　ともかく、この誌面を通じ多くの会員等関係者に、賛助会メンバーを知って頂くことができれ
ば幸いです。趣旨をご理解され、ご投稿いただきました各事業所の皆様に感謝申し上げます。

賛助会会員だより
TOKUSHIMA KENCHIKUSHI  vol.65
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マツシマ林工㈱
　マツシマ林工㈱は徳島市に本社を置く製造
メーカーです。創業以来「顧客満足」を追求し、
ものづくりを行って来ました。住宅建築の木工事
部分において、現場施工前に工場で加工を施して
おく会社です。これまで大工さんが手刻みでやっ
てきた仕事を、プレカットする事により工期短縮
を実現させました。さらに建築現場の変化にも対
応し、羽柄材、合板加工機も導入しています。全
国３工場８拠点より全国へプレカット材をお届
けいたします。
� （吉本　光佳）

元旦ビューティ工業㈱四国営業所
　平素より、（一社）徳島県建築士
事務所協会の皆様におかれましては
様々な弊社商材をご利用いただき誠
にありがとうございます。
　元旦ビューティ工業株式会社は、
販売中の高強度・高水密屋根に、さ
らにグレードアップさせる仕様とし
て吸音・断熱・意匠性を高める直天
井システム「PASTEM-Z」を新たに
販売しております。屋根上から同時
に施工できる合理的な天井工法によ
りコストを抑え、施工効率をあげることに加え、カラーバリエーションとパンチング孔の有無を選べるので意匠の幅
も広がります。
　今後も建築士事務所協会会員様へ、雨とい、屋根・太陽光発電など様々な提案をさせて頂きたいと考えております
ので、宜しくお願いいたします。� （河田　真輝）

四国化成工業㈱　設計・特注営業部　四国営業課
　弊社では壁材、門扉・ア
ルミシステム塀等の住宅エ
クステリア、通路用シェル
ター・大型引戸・駐輪場等
の景観エクステリアを取り
扱っております。皆様の街
づくりの一助となれるよう
様々な特長がある商品を数
多く取り揃えておりますの
で、商品について質問等有
りましたらお気軽に問い合
わせください。
　・左画像：シェルター「ライズルーフⅡ」
　・右画像：駐輪場「サイクルポートVF-R」
　※どちらも耐風圧強度Vo=42m/s まで対応可能。� （前田　唯予）
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㈱ダイムワカイ
　平素は格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げま
す。
　金属屋根材パーフェク
トルーフを製造・販売し
ておりますダイムワカイ
でございます。この度「断
軽パネル」という野地板
と断熱材が一体となった
下地にて屋根30分個別
耐火認定を取得致しまし
た。母屋ピッチを1300
㎜以下で飛ばせる等、沢山のメリットがございますのでどうぞ一度HPをご覧いただければ幸いです。今後共何卒宜
しくお願い致します。
� （原　亜友美）

アーキヤマデ㈱　神戸営業所
　弊社は1961年より、塩ビ系シート防水材の専業メー
カーとして現在まで、リベットルーフ防水システムと
共に、数多くの建物と歴史を築き、それらの建物を見
守ってきました。そのリベットルーフ防水で蓄積した
ノウハウを生かし、この度「勾配屋根専用防水シート
のアルトシート」を上市する事となりました。アルト
シートは高性能の塩ビシート防水の表面にシングル柄
をプリントした意匠性に優れた防水材で、一般的な塩
ビシートでは出せない風調あるシート防水材です。新
築はもちろん、アスファルトシングルやコロニアルの
屋根改修でも、既存の屋根材を撤去せずに、従来の
陸屋根の防水と同様に機械的固定工法で施工する塩ビ
シート防水材です。勾配屋根での防水でお困りの際は
是非ご相談下さい。

（河野　秀史）

㈱ダイフレックス　広島営業所
　「存在価値ある企業」を理念に弊社は建物の資産価値
向上に貢献すべく、ウレタン塗膜防水を主軸とした新工
法の製品開発に取組んでおります。
　今回は近年の厳しい気象環境から建物を強靭に保護す
るUPTF 工法をご紹介させて頂きます。本工法は強力な
耐風圧性能を有し、また断熱機能で建物の温度膨張を抑
制すると共に高強度のウレタン防水が長期間雨水から建
物を保護する特徴があります。屋上緑化もにも適応して
おり、液状材料のため形状制約がないので自由度の高い
設計が可能となります。
� （尾畑　宏彰）
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㈱秦商事
　正会員の皆様には日頃よりご愛顧いただき、深く御礼申し上げ
ます。
　弊社はお客様のニーズに迅速に対応する専門商社として挑戦を
続けていきます。
　近年特に力を入れているのが免振装置・防水板です。
　免震装置は地震の揺れを吸収して建物に伝わるのを軽減する装
置として、最近では役所、病院だけではなくマンション、テナン
トビルなどにも多く採用して頂いております。
　防水板は建築物等の入口に設置し、台風・豪雨などによる浸水
を防ぐ役割に特化したものです。病院、銀行、地下駐車場入口な
ど幅広く使用されております。
　上記で述べた商品に限らず、取扱い商材として建築土木資材、
住宅設備機器、管工機材、工業用ゴム製品などがあります。また
新たな商材や工法について、案件の中でご提案できるよう、日々情報収集に努めています。
　これからも、㈱秦商事を宜しくお願い致します。� （伊勢　拓人）

㈱エコリカル
　この度は、建築材料セミナーにて発表させて頂き、誠に有
難うございました。
　今回はCPD講習会として、「断熱性向上」のテーマにて圧
倒的な耐風圧性能とシームレスな断熱が図れる“レオフィッ
ト屋根外断熱工法”と　仕上げ一体型外張り断熱システム“エ
コサーム外断熱工法”について説明させて頂きました（東邦
レオ㈱と共同出展）。
　今回は、コロナ禍対策としてWebでの開催となりましたが、
会場へも事務所協会正会員様や建築志望の学生様等、たくさ
んの御参加を頂き有難うございました。
　弊社では、「環境再生」をテーマに事業運営を行っておりま
す。今回の経験を活かし、今後共、正会員の皆様に価値を感
じて頂ける商品・工法・商品ストーリーの御提案をさせて頂
きたいと存じます。
　貴重な機会を頂き、誠に有難うございました。� （菊川　健一）

㈱住ゴム産業　四国支店徳島営業所
　正会員の皆様には日頃大変お世話になっており深
くお礼申し上げます。
　当社は、塗床工事の材工共の責任施工を主とし、
人工芝・鋼製床の工事も行っております。
　添付の写真は、某サッカー場のハイブリットター
フの写真です。
　今後も魅力ある商品や、使って良かったと言われ
るような物作りを正会員の先生方のご支援を頂きな
がら尽力して参りますので、宜しくお願い申し上げ
ます。

（仙波　勇輝）
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シンコユニ㈱
　平素より正会員の皆様
には、弊社製品をご愛顧
いただき誠に有難うござ
います。当社は金属製屋
根・壁材の、製造・施工・
販売を行っております。
屋根材につきましても、
あらゆるタイプの製品を
扱わせていただいており
ます。
　これからの時代に沿っ
た新商品を開発し、皆様
のご要望にお応えさせていただく所存でございます。
　1969年に創業し50周年を迎えました。次は60周年をめざし社員一同精進してまいります。これからもよろしくお
願い申し上げます。� （市村　健司）

㈱南海プランナー
A.�木造建築への注目が広まる昨今、弊社ではご要望に沿った様々
な木材保護塗料を取りそろえております。この度、木造建築物
に対し長期に渡る確かな耐候性を持たせる事のできる超耐候性
木材保護塗料を取り扱うようになりました。

①�住友林業㈱高耐候性塗料「S-100」は木の風合いを活かす半透
明塗料でありながら JASS�18�M307認定を取得しております。
　�また「オリンピック関連施設」等での施工実績もあり、撥水性
と潤滑性による防汚性に優れ、水系で溶剤臭がしないことから
メンテナンス塗装時の周辺環境への影響を抑える事も可能です。
②�アールジェイ㈱「いろは」はあすたむらんど徳島「木のおもちゃ
美術館」での施工実績があり、日本古来の天然顔料「ベンガラ」
から生み出される美しい色にこだわり、日本の風土によく、人
にも環境にも優しい自然塗料です。
B.�今後民間工事においても旧建築物解体、建替時に問題となるアスベストに関する検査・処理等の機会が増えてくる
かと思われますが、そのようなご相談も受けさせて頂いております。� （横川　　誠）

YASHIMA Rexxam Field

㈱フタバ
　平素より格別のご高配を
賜り、誠にありがとうござ
います。
　弊社では、地業工事、鉄
骨工事、木工事、屋根及び
とい工事、内装工事、ユニッ
ト工事、水泳プールなど総
合建設資材の販売、施工を
行っております。
　魅力的な商品をユーザー
の皆様方に快適にご使用い
ただけるよう、幅広く、ス
ピーディーな仕事を日々心
掛けております。
　正会員・賛助会員の皆様には今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。� （久米　基巳）

平湯モデル図書館家具 CLT
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ケイミュー㈱四国営業所
　ケイミューは住まいづ
くりを外廻りを通じて建
物を美しく飾るだけでな
く、そこで暮らす方々の
夢や希望が膨らむ住宅づ
くりをお手伝いする会社
です。

　「暮らしをまもる　住ま
いを魅せる」のもと、つ
ぎの時代に向けてさらな
る飛躍をはかっていきた
いと考えています。新築はもちろんリフォーム市場への取り組みに力を入れるほか、商業・教育施設などのあらゆる
非住宅分野でも新しい外観スタイルをご提案いたします。
　これからも住まいの快適とエコを追求し続けるケイミューに、どうぞご期待ください。� （棚井　久雄）

ニチハ㈱　松山営業所　高松オフィス
　ニチハは窯業系サイディングを
主品目とする外装材メーカーです。
全国でトップシェアの実績をいた
だき、住宅・施設等に幅広くご採
用いただいております。
　循環型社会を実現するため環境
への取り組みも行っております。
セメントを主原料とする製品に純
国産木材を混ぜた製品により木材
資源の有効利用とCO2 削減を可能
にしたことで、SDGs への取り組みにも大きく寄与できます。
　また、窯業系サイディングの耐火性能を踏まえた新たな認定取得により中高層建築
物への使用も可能になっただけでなく、多くの新工法の開発をすることで様々な建築
物に使用できるようになりました。
環境貢献と機能、デザインを幅広くご提供できる外壁メーカーとして今後も取り組んでまいります。� （酒井　貴洋）

積水化学工業㈱
　平素は、エスロン雨とい並びに積水製品をご愛顧いただき厚く
御礼申し上げます。
　今回は建築材料セミナー初の試みというＷＥＢ説明に参加しま
した。ゲリラ豪雨対策として屋上の雨水に対応するサイフォン式
雨水排水システム「エスロン雨水ハイパーＲＤ」を紹介しました。
以前に紹介した折板屋根の雨水を軒といで受けて一気に排水する
「大型高排水システム」同様に竪といの本数やサイズを縮小出来
る画期的な仕組みです。動画を中心に説明を行いましたが、モニ
ター越しの説明は不慣れで会場の皆様の顔も見れず難しさも感じ
ました。今回は屋内配管のシステムでしたが、現在弊社では陸屋
根からの横引き（外配管）での高排水も研究開発中です。
　この新製品を一日でも早く皆様へ紹介出来るように私自身の説
明のスキルアップと共に努力して参ります。
　今後ともエスロン雨とい並びに積水製品を宜しくお願い致しま
す。� （吉田　雅紀）
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㈱中山源太郎商店
　平素より格別のご高配
を賜り、誠にありがとう
ございます。
　弊社では、木造建築の
長寿命化のために環境に
やさしい木材防腐処理を
行っています。
　木造建築の土台等には
徳島県産木材 + マイト
レック処理、レザック処
理で高耐久化をお勧めし
ます。
　防腐処理なしで高耐久の木製外壁にはNGSハードウッドサイディング、ウッドデッキにはNGSハードウッドオリ
ジナルデッキを製造販売しております。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。� （中山　尚子）

ALC販売㈱
　外壁、屋根、樋等の外装建材の販売と施工に取り組ん
でいる会社です。�� �
　アイジー工業㈱の外壁、屋根材を主力商品に、
　ニチハ、ケイミュー、LIXIL タイル、
　パーフェクトルーフ、元旦ルーフ、セキスイ樋、
　神戸不燃板工業㈱木セン板などを取り扱っています。
　また、四国アイジー会では� � �
　アイジー優良物件コンテストを実施しています。� �
�
　新築物件は四国四県各 1物件、� � �
　リフォーム物件は四国で 1物件です。
　期間：令和 3年 8月～令和 4年 7月に竣工した物件で
す。� � �
　お問合せは弊社営業担当当社まで。� （下川　浩幸）

㈱桐井製作所　高松営業所
　「100年の安心に、こたえる」
　官公庁舎や商業施設、オフィ
スビル、病院など、暮らしに欠
かせない建物内部の空間づくり
に必要な「内装用鋼製下地材」
を製造・販売しています。
　また、地震災害からいのちを
守る「KIRII 耐震天井」をはじめ、
建物内部の安心・安全な空間作
りに貢献するためのソリュー
ションの企画・研究開発、さら
に確かな品質確保のための技術
検証にも力を注いでいます。
� （上之　太志）

令和3年 7月までの徳島県の新築受賞物件はN邸です。
屋根ガルテクト、外壁 SFビレクトを採用
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ハイスピードコーポレーション㈱　徳島支店
　ハイスピード工法は固化
材を一切使用せず、天然砕
石のみを使い地盤に石柱を
形成し、元々の地盤を強く
する環境に優しい地盤改良
工法です。
　人・地球にやさしい地盤
改良ハイスピード工法はお
かげ様で 2021年11月に
全国施工累計数 80,000棟
を達成いたしました。今後
もより一層ご愛顧頂けます
ように社員一同精進して参ります。
　地盤調査、地盤改良は弊社にご用命下さい。今後ともよろしくお願いいたします。
� （辻田　　司）

㈱那賀ウッド
　コロナ禍の中でも、木材の
活用により人々の暮らしを快
適に健やかに過ごして頂ける
ように飲食店・店舗において
特別な空間を演出するインテ
リアや防音ニーズの高まりに
対応した徳島杉を活用した吸
音パネルなどの新しい建築資
材の開発・提案をさせて頂い
ております。
　大変な時期ではございます
が、とくしま建築士事務所協
会、賛助会の皆様の今後益々
のご健勝とご活躍をお祈り申
し上げます。� （庄野　洋平）

フジワラ化学㈱　四国営業所
　当社は、日本の伝統的な塗り壁材
から、天然素材の力を最大限に生か
した塗り壁、さらには素材の特性を
活かした高機能仕上材、現代建築に
かかせない建築用塗料、私たちは壁
の表面に塗布する「建築仕上材」の
メーカーとして、住まいの「美しさ」
と「やすらぎ」を追求しています。
　これからも、人が豊かに、安心し
て住むことができる住環境作りのお
役に立つために、安全にご使用いた
だける建築仕上材の開発・製造・販
売に努めてまいります。

（山本　　学）

CAFÉの特別な空間を演出する
木頭杉のサーフボード

ウッドデザイン賞 2021受賞
木粉吸音パネル
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田島ルーフィング㈱　神戸営業所
　当社はアスファルト防水を始め、ウレタン塗
膜防水、塩化ビニル系樹脂シート防水など、総
合防水材料メーカーとして継続発展させてまい
りました。最近では SDGs やカーボンニュート
ラルなど環境配慮が世界的に求められています
が、当社は早くからCO2 削減に向けた取り組み
を行っています。ライフサイクルコスト低減や
ライフサイクルCO2 削減の為に高耐久製品の開
発にも取り組んでおり、時代や建物ニーズに合っ
た防水材料をご提供しています。
� （山本　貴大）

フジテック㈱　西日本支社中四国支店四国営業所
●新生活様式に対応したエレベータ・エスカレータ
　エレベータ・エスカ
レータ専業メーカーの
フジテックは、�“安全・
安心”で「新生活様式」
に対応した商品とサー
ビスを提供致します。
　「エアータップ」エレ
ベータ非接触ボタンは、
2021 年グッドデザイ
ン賞を受賞。「快適」で
「清潔」なご利用をいた
だくために、昇降機における衛生面のさまざまな機能を強化しています。
　社会との共生を目指す私たちフジテックは、新しい時代にふさわしい都市機能を創り続けます。

（小林　孝至）
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