
丸産業知っ得コーナー39

知って得する情報が満載のコーナー！

会員様向け勉強会の開催や、国策等の有益情報の配信、その他多数コンテンツをご用意
しております。

[ やまと優良住宅を創る会 ]

国が行っている「住宅ﾘﾌｫｰﾑ事業者団体登録制度」で、登録を受ける事業者団体。

[ 住活協リフォーム ]

新築瑕疵保険の基礎配筋検査を自社で行っていただけます。
（有資格者の方による検査となります）
メリット
・検査料・保険料の割引が受けられる。
・自主検査の為、工程管理が組みやすい。

[JNET 関西 優良住宅の会 ]

丸産業ご提案コーナー40

『省エネ』

『バリアフリー』

断熱やサッシは健康に暮らすことと深い関係があります。
そんな目に見えない部分の
大切さを、体感機やパネル
等を使ってご説明します。
ＺＥＨに掛るコストや現在の
断熱基準、バームハウスも
合わせて提示致します。

超高齢者社会に突入する中、益々設備を充実させる必要があります。
今回は在宅介護に適した商材を展示致します。

写真は昨年の様子



快適・省エネなエコキュートへの
切り替えを検討してみませんか。

電気温水器からの入替で、電気代も大幅に削減！
ぐっと効率良く、ぐっと経済的に。
壊れてしまう前に、早めのご検討を。

三菱電機(立花エレテック)19

アルミ室内建材・AMISは、アルミという
マテリアルを室内空間へ。機能だけでな
く、人の生活に、そして心に届くものを、深
く・繊細に磨き上げられたインテリアシス
テムです。空間を上質に変え、アートすら
感じさせ、心を感動させる空間の為に生ま
れた商品です。

三協立山三協アルミ社11

今流行の電解水素水生成器。
アンダーシンク型商品です。おしゃれなキッチン
をすっきりさせたいお客様に喜んでいただいて
います。アンダーシンク型でこの性能でしかも
このお値段でのご提供。オリジナルなこの製品
を展示会で是非ご覧下さい。

OSGコーポレーション7

ダウ化工17

防蟻機能を備えた断熱材
基礎外側・土間部断熱材をシロアリ
被害から守るために開発されました

アムマットプレミアム
防湿層一体型ロックウール断熱材
■断熱等性能等級４をはじめ、ZEH・各種省エネルギー基
準に対応ができる断熱材です。
■付属防湿フィルムの強化で防露性能を大幅に向上、
　湿気から家を守ります。
断熱性能に加え、耐熱・耐水・吸音性能を備えた
ロックウール断熱材をぜひJFEロックファイバー㈱の
ブースにてご確認ください。

JFEロックファイバー12

朝日ウッドテック2

無垢材挽き板フロア「LiveNaturalプレミアム」の新
しいライン「MOMENT（モーメント）」は、北緯45°近
辺に分布する機密な木目を持つ世界各地の厳選され
たオークを採用。また、天然木の道管に顔料を幾度と
なく擦り込み削り取りながら少しづつ色味を重ねてゆ
く当社独自の新技法「チョークドスクラッチ加工」を施
すことで、無垢材挽き板の最大の魅力であるその木味
を、よりエレガントに、より情感豊かに味わっていただ
ける製品となりました。

ニチハ24

30年間で
約200万円おトクに！

最新の外壁は見た目や耐久性だけではなく、維持費用
を削減出来る物に進化しています。ご家族を暖かく守
る外壁材「Fuge」を是非弊社ブースにてご覧下さい。

リビアス
ストロングな耐荷重性能と機能を実現します。

ナチュラル感を高める美しい木目柄５色展開のインテリア
ボード。
カウンター内部に受桟を納める為、意匠性を損なう事な
く、美しい仕上がりを実現します。特殊強化芯材を採用し
ており耐荷重値は驚愕の２００kg！
リビアス、これまでの常識を覆す新しいインテリアボード。

南海プライウッド23

NEW SYNLA
上質で心休まる穏やかな時間をすごす

リラックス、リフレッシュの新機能を搭載し
クリーン機能、あたたか機能も充実

身体をやさしく包み込む心地よさ（ファーストクラス浴槽）
たっぷりのお湯で肩と腰を心地よく刺激（ 楽湯 RAKU-YU-）
くつろぎの光を気分にあわせて調節（調光調色システム）
毎日の１歩目を気持ちよく（床ワイパー洗浄）
ぜひ、TOTOブースでご体感ください。

TOTO22

 ～床暖房は”頭寒足熱”の理想的な暖房～
ECODANDAY（エコダンデー）とは、環境に優しく人に
ぬくもりを与えることをイメージしたヒートポンプ式温水
熱源機の愛称です。　　　　　　　　　　　　　　　
再生可能エネルギーの有効利用によるCO2排出量の
削減を目指す、ツツミのトレードマークです。
足下からポカポカと暖かい床暖房。小さなお子様にも
やさしい頭寒足熱の快適暖房をお届けします。

ツツミ21

コーナーボードとは、出隅（コーナー部分）
専用に加工された石膏ボードです。

■パテ処理不要！出隅にビス留めするだけで、コーナー部の
補強材　（コーナービード）や目地処理は必要ありません！
■クラック抑制！表面の原紙が綺麗につながっているのでク
ラックを抑制し、美しい仕上がりが長続きします。
■丸い角で安全！15Rは丸みを帯びているので衝突時の衝
撃を和らげます。
■出隅だけでなく、窓枠にも使用可能！窓枠部分の省施工に
も活用出来ます。

チヨダウーテ20

ホーロー家事らくキッチンで
心はずむ、毎日へ。

キッチンに求められるもの、それは「お手入れのしやすさ」
「たっぷり収納」「効率よく調理ができること」。
タカラの「ホーロー家事らくキッチン」は、その全てに応える
工夫や仕様で、あなたの家事を「らく」にします。

タカラスタンダード18

進化する表現力、深化する空間美
不燃壁材「グラビオエッジ｣　

シャープな深彫り調エンボス加工を施すことで生まれる
陰影。シートや塗装では表現できない、質感あるリアル
な柄デザイン。本物の石材と見まがうリアルな仕上がり
の壁材が、空間に新たな表情美を描きます。インテリア
に格調と品格を生む、不燃デザイン壁材です。

大建工業16

～ 鳥取から全国へ ～
暖かさ＋αをお届けしています！！

近年、生産拠点を海外に移転したり
最後の仕上げだけを国内で行うメーカーが増える中、

我が社は自社開発による国内自社生産に
こだわりを持っております。
安心快適の『床暖だん』で

お子様やお年寄り、ペットにも優しい
頭寒足熱の理想的な環境をご体感下さい。

スリーエステクノ15

ユニークな建材で長持ち
住まいをささえます。

ハウスステップを置いて固定するだけで、勝手口や
掃き出し窓の段差を解消。
フタをあければ、防災グッズやガーデニングの収納
スペースに。
また、高齢者にも便利な｢介護向け手すり｣付きも
お選びいただけます。
（介護保険の福祉用具レンタル・住宅改修適用商品）

城東テクノ14

お客様からの信頼向上をバック
アップする保険・保証・ローンのあ
んしん保証。
住宅あんしん保証は着工から竣工・引渡そ
の後、長期にわたり、幅広いサービスで事
業者様とお客様をサポートいたします。

あんしん住宅瑕疵保険〈戸建住宅〉
イメージキャラクター
『あんしんするぞぅ』

住宅あんしん保証13

ＰＸ２８０　２ｗａｙパック
・床表面に固まっても除去が可能
・JIS A　5536　Ｆ☆☆☆☆対応品
・各種木質床材に対し優れた接着性能を発揮
・接着剤に起因する床鳴りを防止
・床暖房対応
・プラ束、鋼製束の施工も可能

コニシ10

キレイ長持ち。
光触媒の壁「光セラ」

住宅を雨風や紫外線から守る外壁としておすすめの
外壁材「光セラ」。汚れを分解し、雨で強力に洗い流す
「光触媒コーティング」、塗装を保護して色あせを抑え
る「セラミックコート」により、新築時の美しさが長く
続きます。

ケイミュー9

暮らしの中で輝き続けるキッチン
”ＳＴＥＤＩＡ”誕生。

高湿な気候、水を多く使う生活様式に高い耐久性を発揮で
きるからＳＴＥＤＩＡは見えない部分まで上質なステンレス。
熱にも腐食にも強く、カビやニオイがつきにくい上、長寿命。
環境負荷が小さいステンレスにステディアはこだわり続け
ます。

クリナップ8

軒天用化粧不燃ボード　アスノンエンボスカラー
（エコマーク認定品）
アスノン（スラグせっこう板）の表面をエンボス加工した塗装品です。
柄はリップル、スタッコ、モザイクの3パターンで各5色取り揃え
洋風・和風の住宅に合わせてお選び頂けます。
耐火性、防火性も不燃材料として認定を受けていますので幅広
く安心してご使用いただけます。

※ここがポイント
• 1戸建住宅、共同住宅、集合住宅にトータルコストダウン！！
• メーカー塗装の為、塗装の耐用年数が良い！！
• 塗装工程が無い為、工期短縮にも繋がる！！
•  専用タッチアップ、専用カラー釘、ビスにて施工の為仕上がりがキレイ！！
•  6㎜ 8㎜ 11㎜ 12㎜と各厚みにも対応！！（8㎜ 11㎜ 12㎜製
品は、それぞれ軒裏準耐火45分、防火認定取得）

再生材料を使用・87％
石膏、高炉スラグ

エコマーク認定番号第09123031号

「エコマーク」取得では
JIS A 5430の
先駆けです。

エヌビーエル6

寄り添うような趣を。凛と際立つ存在感を。
動と静。光と影。連続と変化－。
技巧を凝らした無垢の木のテクスチュアが、どこ
までも上質で、印象的な風景を創り出す。
デザインウォール。空間表現の可能性を拡げる。
新しいインテリア・アイコンとして。

ウッドワン5

電気式エコ床暖房『プリマヴェーラ』の製造・販売
メーカーです。年間のご採用が５千世帯を超え、
ご利用いただくお客様からの満足度が非常に高い
商品です。
厚みわずか０．５㍉、セミオーダーで設計が可能な
「プリマヴェーラ・ＮＥＯ」、
直貼りが可能な「プリマヴェーラ・ボード」など
電気式の床暖房は全て当社にお任せください！
床暖房は良いけど、コストが…電気代が…と思わ
れている方は是非ご相談ください。

アルシステム4

これからの床断熱施工はジュピーのフルプレカット
床用断熱材ジュピーを邸別に寸法カットしご提供します。
・施工時間の大幅な短縮
・廃材の発生がほとんどなし
・歩留まり向上、現場での切り間違いによるロス防止
・切屑の飛散防止による清掃手間の軽減
現場切断費用・現場清掃費用・廃材処理費用などを軽減

旭化成建材3

AICA のスマートサニタリー
それは「自由」をコンセプトにした

洗面空間の提案です。
毎日使う場所だからこそ、快適にしたい。
使い勝手をよくしたい。好みのインテリアしたい。
だから、洗面カウンターやミラー、収納キャビネットといっ
たパーツの組み合わせも、素材、デザイン、カラーなどの
選択も、ぐんと自由度を高くしました。
ライフスタイルに合った理想のサニタリーをぜひAICA
で実現してください。

アイカ工業1



　各メーカーがお客様に是非ともお知らせしたい「イチ押しの商品（設備・
資材・情報等）」には、「プラス１（ワン）」のマークが付いています。各ブー
ス内を探してみてください。きっと満足していただけることと信じています。
また、スタッフ一同、お客様に納得のいくご説明・ご提案を全力でさせて
いただきます。何なりと、気軽にお声掛けください。お待ちしております。

ここ見て、「プラス１（ワン）」

建材 設備機器 銘木・家具類 住宅部材 その他丸産業提案コーナー

男
女

トイレ

男

女

トイレ

倉庫
TEL

搬入口 搬入口 搬入口搬入口

男女

多目的トイレ

出入口

トイレ

パナソニック
㉙

YKK AP
 TOTO

㉒
大建工業
⑯

吉野
石膏


旭

ファイ
バ－


エヌ

ビーエル

⑥

ハウス
テック

㉘

南海
プライ
ウッド

㉓

クリナップ
⑧

三協
アルミ

⑪

朝日ウッドテック
②

タカラ
スタンダード

⑱

吉建


ノーリツ
㉖ リンナイ

 OSG
コーポ

レーション

⑦
アイカ工業
①

フクビ
化学工業

㉚
中本
造林



ウッドワン
⑤

セブン
工業



フジ
医療

㉛

高島

⑰

マグ・
イゾベール



チヨダ
ウーテ
⑳

ニチハ
㉔

トクラス


LIXIL


ノダ
㉗

ケイミュー
⑨

ヤンマー産業


ロゴス


木材銘木コーナー


木材銘木
コーナー



大倉
工業

ドリンク
コーナー

JFE
ロックファイバー⑫

飲食コーナー

商談コーナー

商談
コーナー

商談
コーナー

キッズ
コーナー

授乳室 ベビー
ルーム

ニチレイ
マグネット 城東テクノ

日本
トリム

コニシ 東邦
シート

スリーエス
テクノ

ツツミ 日本
アクア メルシー

アル
システム

 ⑮  ⑩  ⑭ ㉑ 
④水上金属

㉕

シャープ

コロナ

三菱電機
（立花エレテック）

⑲

③ 旭化成
建材

ヨシノ

フォーム断熱

ドリンク
コーナー

INFOMATIONINFOMATION

5 号館

4 号館

バス待合所

ご提案コーナー
（バリアフリー）

記念品記念品









バンビシャス奈良

奈良クラブ

 京セラインダストリアル
ツールズ販売

知っ得コーナー知っ得コーナー

ご提案コーナー
（省エネ）

ご提案コーナー
（省エネ）

特売
（プロユーザーのみ）





⑬



新商品、
マッサージチェア（ＳＫＳ-6900）
多彩なメニュー：22種類の自動コース12種類の部位中
足裏までしっかり：足裏つかみ指圧マッサージ
オリジナル機能：即熱マルチヒーター
                        「シエスタコース」搭載

フジ医療器31

丸産業　地域貢献への取組60

地元・奈良を誇りに！
丸産業は「奈良クラブ」「バンビシャス奈良」
を応援しています。

暖かいのにキズ付きにくい！
吉野杉の赤身材を活かした従来の床材に表面特殊硬化処理したフ
ローリング材の開発に成功しました。圧縮フローリングのように全体
を圧縮するのではなく、表面だけを処理してあるので内層はそのま
まで、杉材の特徴でもある断熱性を損なうことがありません。また、
表面は硬くキズが付きにくく、滑りにくい製品です。
製造に要するエネルギーも圧縮材に比べ極端に少なく表面硬化度が
大きい、まさに「吉野発！床材革命」と言えるエコフローリングです。

丸産業　木材課38

リンナイ36

住宅の一次エネルギー削減という国策を反映し、
新 ECO ONEはタンクをほぼ効率の上限となる
160Lとし、究極の省エネ性能を実現。給湯一次
エネルギー消費量は史上最高の削減率45%を達
成。光熱費は62%もお得に。また、スマホ向け
の専用アプリにより、リモコン宅外操作やスマート
スピーカーに対応しています。

リンナイクラウドサーバー

無線LAN
ルーター

LIXIL35

山Ｐとピエール瀧とのＣＭでおなじみの
ＬＩＸＩＬのキッチン
「リシェルＳＩ」

熱、キズ、汚れに強いセラミックトップは、日々の調理をより
スムーズに快適にしてくれます。焼き物ならではの、変わ
らない美しさも魅力の一つ。

ホルムアルデヒドは新築・リフォームなどで使用する材料
や家具などから発生しやすく、さらに室内の温度上昇とと
もにその発生量は多くなり、濃度も増加します。また、換
気不足によっても濃度の増加を招きます。
ハイクリンボードならホルムアルデヒドを短時間で吸収分解。
明るく健やかな家庭づくりをお手伝いします。

34 吉野石膏

最新型コンパクトマッサージャー
「GENJU（ゲンジュ）」

の体感ブースです。
コンパクトボディーで全身のケアが出来る、日本製の医
療用具です。全身の血行促進・フットケア・むくみ予防・
運動不足の解消など幅広くお使いいただいています。
皆様の健康維持・未病予防・疲労回復にお役立て下さい。

メルシー33マグ・イゾベール32

植物から作られた接着剤を使用しておりノン・ホルムアル
デヒト、繊維がしなやかでチクチク感がない断熱材です。
POINTO.1　日本の市場における断熱材のスタンダード

商品
POINTO.2　これからの省エネ基準の義務化基準
                  （スタンダード）に最適な製品
POINTO.3　断熱性能として、２タイプを用意。全１８種。
                   ①熱伝導率0.038W/（ｍ・ｋ）［高性能16k］
                   ②熱伝導率0.035W/（ｍ・ｋ）［高性能24k］

ソラとの 距 離が近くなる
『ソライエデッキ』

ソライエとは、太陽を意味するsolarに、愛称に用いられる
ieを合わせた造語で、響きが日本語の空と家であることか
ら、特徴である開放感を表現しています。人工木材であり
ながら、ナチュラルなデザインで、室内と外部を繋ぎ、開放
感ある居心地の良い暮らしをご提案します

フクビ化学工業30

家事はもっと、ラクしていい時代です。
”全自動”で毎回おそうじ、”新素材”で汚れにくい、

考えつくされた”形状”で手軽にキレイに。
テクノロジーで家事はもっと、
ラクできる時代の到来です。

”その家事に、ラクするテクノロジー。ラクテク”
ぜひ、ご体感ください！

パナソニック エコソリューションズ社29

使うほどにキレイを感じる、お風呂も私も。
「ハウステックのシステムバスは、

クリン軟水 標準装備」
軟水で、カビの栄養源となる石鹸カスの発生を抑え、
浴室のキレイを長持ち！
保湿効果が高く、お肌しっとり、髪の毛はサラサラに！

ハウステック28

時の重なりを感じる、繊細な木肌の風合い。
その深みは、ある意味、インテリアの主役。
木目の織りなす床の質感は高級感があふれ、
洗練された空間をデザインします。

ノダ27

おうちごはんも、自分時間も想いどおり。
”わたしらしく”が叶うマルチグリル。

『ピアット マルチグリルシリーズ』
食材を切って、専用容器に入れるだけ。あとはマルチグリ
ルが絶妙な火加減で素材の旨味を引き出して調理。
温度センサー付き下火バーナーが容器の温度を細かく検
知し、自動で繊細に火加減を調整して仕上げます。
（株）ノーリツのブースにて展示しておりますので、
ぜひお立ち寄りください。

ノーリツ26

壁面に施工するだけでマグネットが使える不燃
内装ボード。加工性にも優れています。
マグネットの収納ボックス（ヘヤデコカグ）やフック
などで壁を有効利用できます。
マグネットを自由に取り外しでき好きな所に移動
できます。メモや絵を掲示したり、 専用マーカー
で書き消しができ、家族のコミュニケーションを
育みます。

ニチレイマグネット25

No メーカー名 商品紹介

41 旭ファイバーグラス アクリアα ノンホルムアルデヒドのアクリアに世界初。
超細繊維による高断熱グレードのさらに進化した断熱材。

42 大倉工業 「ルミックスＫｉSeNa」「キレイ・清潔・長持ち！掃除がしやすく、汚れにくいサニタリーパネルです。」

43 京セラインダストリアル
ツールズ販売

職人さんに大好評なレシプロソーに新商品登場！！また、年末大掃除に必要な高圧洗浄機や集塵機、
ブロアなどもラインナップ。そして冬でも快適に作業ができるヒートベストも取り揃えています。

44 コロナ 寒いけれどここに暖房は…と思っていた場所にピッタリな壁掛型遠赤外線暖房機(ウォールヒート)　
展示してます！ヒートショック対策に、ぜひご体験ください。

45 シャープ
マーケティングジャパン

①液晶TV　4K映像に最適な独自の高画質技術に加え、高精細で映り込みが少ない「N-Blackパネル」＆高音
質を追及した「フロントオープンサウンドシステム」を採用。（4TC60/50AM1）

46 セブン工業 【スチール手摺】シンプルなデザインで解放感ある空間を演出する分割型のスチール手摺です。
専用のボルトナットを使用しており、非常に施工性の良い商品です。

47 ＳＯＵＳＥＩ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　 HOME OS v-exは、様々なアプリケーションのプラットフォームを構築できるIoTデバイス。
①家電コントロール②家の状態管理③クーポンサービス機能を実装。是非会場にてご体感くださいませ。

48 東邦シートフレーム スーパーサイディングは自社塗装鋼板をベースとした外装材です。軽量で地震に強く断熱性、遮音性などのメリット
も有り、ノンフロンで環境にも優しく、新築、リフォーム共に使用可能な優れた外装材です。

49 トクラス 『トクラスキッチン　ベリー』　一人ひとりの暮らしに合わせたレイアウトとスタイリングで理想の空間を作り上げま
す。質感、色彩、性能を追求したキッチンを是非ご体感ください！

50 中本造林 商品名：焼杉塗装２号、Ｎブラック　サイズ：３９７０ｘ１８０ｘ１５　５枚入　国産杉の表面を焼き、塗装を施した外装
用商品。厚みを１５ｍｍにすることにより、反りにくく、耐久性も向上します。

51 日本アクア
アクアフォーム　水から生まれた環境にやさしい断熱材。通常はフロンガスを使用して発泡させる事が多いウレタ
ンフォーム。アクアフォームは水を使って現場で発泡させます。これにより柱と柱の間や、細かい部分にも隙間な
く充填する事ができます。フロンガスを全く使用しない、地球にやさしいウレタンフォームです。

52 日本トリム 【快適で健康なヒューマンライフの創造に貢献する】水を変える・暮らしを変える。いき抜こう、この水と。
今期で37期を迎える水の器械の専門メーカーです。お水の事なら任せてください。

53 ハウスプラス住宅保証 住宅の評価、審査は、ハウスプラス住宅保証へご相談下さい！　着工前評価から着工後の検査・保険と住宅に関
わるワンストップサービスで、安心・安全・快適なすまいの提供をお手伝い致します。

54 フォーム断熱 フォームライトＳＬ５０αは透湿抵抗が大きく、湿気がフォーム内を透過しにくいため、別途防湿層を設置する必要があ
りません。熱伝導率0.021（Ｗ／ｍ／ｋ）と高性能でＺＥＨにも対応！

55 水上金属 水上金属オモイオ事業部は、ママとパパのあったらいいなを形にしています。①トイレスペース用オムツ交換台・
ベビーチェア②授乳室用ファニチャー③安全で楽しいキッズスペースをメインにご提供しています。

56 ヤンマー産業 キッチン水栓からプレミアムな炭酸水を！グローエブルーは、24時間いつでも好きな時にキッチン水栓から直接、
おいしい冷水と2種類の炭酸水を楽しむことができる画期的なウォーターシステムです。

57 吉建 YKステンドグラス 強化ガラスを用いた三層構造のため、ステンドグラスの欠点の割れやヒビを解消する事が
出来ました。是非、この機会にYKステンドグラスを使ってみて下さい。家の空間が明るくなります。

58 ヨシノ ＩＨクッキングヒーターの方に朗報！メーカー推奨の商品の違いを是非会場にてご覧ください。　
圧倒的な違いを体感できます。　ガスでも相性抜群！！

59 ロゴスコーポレーション 商品名「ハイパー氷点下クーラーシリーズ　×　倍速凍結・氷点下パックシリーズ」ハイパー氷点下クーラー
シリーズは倍速氷点下パックシリーズとの併用で驚異の保冷力！是非、この機会にお買い求めください。

その他のプラスワン商品

高い断熱性で、夏涼しく、冬暖かい。
いごこちをつくる窓APW330。

快適性・高品質・デザイン・エコロジーに配慮した
高性能樹脂窓です。

YKK AP37


