
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ来年は東京オリンピック、２０２４年頃には

ＩＲ統合型リゾート、２０２５年に大阪万博と、建築業

界にとって明るい話題が続き、まず景気は悪化すること

はないだろうとの期待感を持てます。余裕が持てるこの

時期に次のビジネス展開を考えたいと思います。 

近年小売業低迷の中で”ＢtoＣ”におけるネットショ

ッピングｅコマースの伸びが顕著です。アマゾンや楽天

等といった Web 通販の影響は、家電量販店や百貨店の

業績不振を招き、米国においては、玩具メーカーのトイ

ザラスやデパートのシアーズを倒産にまで追い込むに

至りました。２０１６年の経済産業省報告によれば、日

本においてｅコマースによる”ＢtoＢ”取引が本格化する

とありました。身近なところでは通販のモノタロウやア

マゾンビジネスが我々の商材である建築金物や建材を

本格的に取り扱うようになりました。現在は、彼らの特

性であるロングテールのところで取扱い品目をどんど

ん増やしてきています。次に販売情報は彼らに集中しま

すから、常套としてその中からコア商品を見つけ出しオ

リジナル商品開発も進むと思いますし、またコアの顧客

を見つけ、プレミアム会員としてサービスを強化し囲い

込みを図って行くのではないでしょうか。価格について

は、瞬時に情報が取れ、瞬時に変更が可能ですので、従

来の店舗での”everyday low price”の戦術も苦戦が強い

られ、価格や品揃えだけでは市場価値を生み出せなくな

ります。このようにEコマースの台頭は、我々のプロ向

けビジネスにも影響を与えつつあると思っています。 

Web 通販に勝つためには、彼らの弱点を見つけ集中

する戦略、たとえば配送経費に満たない１００円ショッ

プの様な低額な品揃えや、逆に信用を必要とする高額商 

 

 

品や一品物、また別注商品などが考えられます。その対

抗策は企業毎に異なり、自社の資産(人・物・金・情報

等）を加味して、新しいサービスを生み出すことではな

いかと考えています。販売店様は、地域に密着している

ことを活かし、より情緒的な切り口で顧客とのコミﾕニ

ケーションを深めることが有効だと思います。地縁を活

かす、小回りの利いたサービスを行う、コミニティビジ

ネスに拘る、商圏を特化し効率を上げるなど、単なる物

の販売からサービスで付加価値を生み出すことだと思

います。近隣の困られている高齢者宅の住生活をきめ細

かくサポートする、バリアフリーやメンテナンスといっ

た提案やサービスも可能ではないかと思います。弊社の

カタログ・Web 通販ファーストリフォームではこれら

カテゴリーの商材が今後期待されると考え強化を図っ

てきています。 

商品やサービスの意思決定者はだれかを正しく想定

し、その者のシーズを捉え新しいサービスを創造してい

く作業が必要と考えます。”ＢtoＣ”の世界では数年で小

売業を不振へと追いやりました。我々の”ＢtoＢ”の市場

においても同様な影響が数年以内に起こるように思い

ますが、それは大手流通ほど大きな影響を受けると思わ

れます。地域に密着したビジネスはサービスにおいてま

だまだ優位と考えます。まずは、モノからサービスへ見

方を変え、次に続く事業を考えることが必要ではないで

しょうか。 

 

 

2019 年 

【 モノからサービスへ 】 

常務取締役 

バウハウスグループ統括 

佐久間省三 

2 月 1 日 
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株式会社 共和

カネソウ 株式会社

ミヅシマ工業 株式会社

スマートスリット/スマートトラフ
（鋼製溝付スリットみぞ蓋）

ボーダースリット/センタースリット/バーチカルスリット
（Ｕ字溝用スリットみぞ蓋）

和風の建物にも馴染む鋳鉄製スリットです。

蓋VGRMすきま９mm   （開口７mm）

スリット幅 24mmの極細ボーダー
スリットに掃除口、集水桝蓋を発売

AF  73/76/78/79/795/796
規格色にブラックとホワイトが追加！
スリム・シャープ・シンプルを極めた新定番

シルバー ステンカラー ブラック ホワイト

規格色

オプションでスリム LEDの取付も可能

軒天 /ストライプ+フラット
全長：1mm単位の自由設定
別色塗装も対応可能

ストライプストライプ フラット

茶屋のベンチ 格子のベンチ
本体には重量感のある石目調の塗装を施し、
座板部分には再生樹脂を使用した「和」を意識したベンチです。

「和」テイストの格子を座板構造に採用したベンチです。
木調の再生樹脂を採用した事で長期運用も可能です。

茶屋のベンチ
（幅 1500×奥行 400）

格子のベンチ
（幅 1800×奥行 435）

現場送りは送料別途 現場送りは送料別途

拡大写真 拡大写真

蓋VSRGすきま６mm （Ｐ＝９）
枠BKIS-E  S＝24



φ80

ソフトアクア
プラスソフトアクア

φ94

15%スリムに！台座面積
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（単位：mm）Ｉ型ハンド Ｌ型ハンド

浴室用手すり

従来品より台座が
約 スリムに｡1515%%

不要な長さを
現場でカット

ソフトアクアレールに比べ、
よりスッキリしたデザインに。
ブラケットと手すり棒の
ラインを揃え、
直線的でモダンな印象です。

手すり棒の
ができます｡長さ調整長さ調整

現場の状況や
身体状況にあわせて
その場で対応できます。

様々な
材質の に対応できます｡ユニットバスユニットバス
ユニットバスの約60%（当社調べ）を占める化粧鋼板壁には付属のねじで取付可能。
中空壁（フレキシブル板+発泡ポリスチレン）の場合は別売のねじセットで
取付けできます。

組立
不要な でお届けします。セット品セット品
サイズバリエーションも豊富な
I型・L型ハンドです。
※L型ハンドのコーナー部分は
　現場組立となります。

カットできるから
ユニットバスにも
即日カスタマイズ。

ディンプルつき

by

 

Ｎｏ

439-2
２月発行
２０１９年

https://www.mazroc.co.jp/johoshi/index.html



POINT

POINTロングタイプ
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ステンカラー色 ダークブロンズ

■角度調整範囲が90°までなので
　L型手すりのコーナー部に最適です。

■手すり天端まで最大1200mmの
　ロングタイプの支柱です。
■玄関ポーチや勝手口などに手すりを
　取付ける際、GLに直接立てて
　段差の上で十分な手すり高さを
　確保できます。

支柱ロングタイプ
●E埋め込み式支柱
●E埋め込み式エンド支柱
●Eベースプレート式支柱
●Eベースプレート式エンド支柱

■台座と本体が分離できるので、
　施工が容易になります。

自在ブラケット 角度調整範囲

施工マニュアル 2019年版2019年版 ができました！

フリーRレール（屋外用）
施工マニュアル

●32ソフトアクアレール（浴室・屋内用） 施工マニュアル 2018年版
●32ステンアクアレール（屋内・屋外用） 施工マニュアル 2018年版
●たよレールシリーズ 取扱マニュアル 2018年版
●たよレールhighシリーズ 取扱マニュアル 2018年版
●たよレールrestシリーズ 取扱マニュアル 2017年版
●介護保険マニュアル 住宅改修・福祉用具 2018年版

こちらの6種類は現行のものが最新となります。

たよレールdan
取扱マニュアル

大好評発売中！
支柱ロングタイプ

屋内木製
手すりシリーズ

室内用
取替レバー錠

2月
リニューアル
予定！

COMING
 SOON!

今期発売の新商品

を追加し、

最新の内容に更新

されました。

３年振りにリニューアル。

錠前の基礎知識など

を追加し、より見やすく

まとめました。
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弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは

  
２０１９年

Ｎｏ．

439-4
２月発行

神奈川営業所　営業職
主任　須川　直哉（平成２４年入社、平成２９年より現職）

１２月度月間ＭＶＰに選出して頂き、誠に
ありがとうございます。得意先様、仕入先様、
また神奈川営業所と関係部署の皆様のご協力を
頂いたおかげで受賞できました。引き続き
精進して参りますので、今後ともご指導
ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

２月９日は「肉の日」とされています。牛肉や豚肉
鶏肉などは、２０種類のアミノ酸から成る
タンパク質を豊富に含んでいます。肉に含まれる
タンパク質は、筋肉や血液を作るだけでなく、
骨を作るメカニズムを促進しホルモンバランスを
整える効果もあります。肉を食べて、健康で
長生きする体を手に入れましょう。

神奈川営業所に配属されて２年目で早くも
ＭＶＰを頂くことができました。
ようやく関東の仕事に慣れましたが、
私生活では子供が生まれ父親としては
１年目でまだまだ慣れません。
これから仕事も私生活も忙しくなりますが、
両方とも更に充実させたいと思います。

ラッキングカバーの目地シールに 硬化に時間がかかる冬場でも
翌日塗装可能

色調：
ホワイト・ライトグレー
オフホワイト・アイボリー
ピンクベージュ・ベージュ
ナチュラルピンク

色調：
クリヤー・ハーフシルバー
ハーフアイボリー
ニュークリーム・ニューホワイト
グレー・ツヤ消しブラック

ボンド  ハイパーコークチューブ ボンド変成シリコンコーク
ノンブリードLM

ボンド  多用途屋外用

雨水のかかる場所での木、金属、
コンクリート等異種材料の接着が可能です

変成シリコーン・エポキシ樹脂系
333ml

１成分形変成シリコーン系
180ml

１成分形変成シリコーン系
320ml

色調：ライトグレー
●石材・タイル・コンクリート
　車止めブロック・金属等の接着
●コンクリートのひび割れ補修
●Ｕカットシール

デュポンTM タイベック®  ハウスラップ
高密度ポリエチレン不織布タイベック®を採用した透湿・防水シート

デュポンTM タイベック® ハウスラップ  ハード　1,000mm×50m
デュポンTM タイベック® ハウスラップ  ソフト　1,000mm×50m

コニシ 株式会社

デュポン 株式会社


