
 

服 部 新 聞 平成２７年３月 1日      第 107 号    発行人 服部雅章 

第 14回服部商店勉強会のご案内。 

今月３月１４日に勉強会『ホワイトオーク原木の製材を見て頂きます。』大阪府岸和田市木材町 16-1 の

服部商店・本社工場にてＡＭ１０時～ＡＭ１１時の日程で開催致します。 

今回皆様にお見せするホワイトオーク原木は小生がアメリカ・オハイオ州の現地に赴き直接買い付けし

た原木です。それも現地等級が一番上のベニヤグレードで元一番玉の最高級材です。産地も超一流の最高

級材です。材木業者でも、ごく一部の方を除けば見るチャンスは少ないと思いますので、友人にお声を掛

けて一緒に来社される事も歓迎致します。なお別紙に勉強会参加希望の方は、前月号でもご案内していま

すが、記入の上ファッツクスか電話、メールにてお申し込下さい。 

昨年の第１３回勉強会を３月１５日に開催致しましたので、ちょうど 1 年ぶりの開催になります。その

１年後にまさか小生が直接買い付けしたアメリカ材のホワイトオーク原木の製材を見て頂く事になろうと

は全く予期していませんでした。この１年間、考えて行動して来たことが、結果的に皆様に多分これから

多く使われる事になる、ホワイトオークとは、一体どんな木なのかを、肌で感じ、目で見て、手で触って

感じて知って頂ける事になると思っています。そしてこの機会を利用して物作りに励んで下さい。 

特に今回の服部商店の勉強会は、他社で行われている同じような催しとの違いを感じて頂くのも、大事

な事だとも思っています。忌憚なくご質問をしてください。もしその場でお答え出来ない高度な質問が有

る場合は後日、お返事致しますので気軽にご質問ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

下記の写真は左が昨年です。右が今回製材を予定していますホワイトオーク原木の現地撮影の写真です。 

  アメリカ広葉樹原木入荷が大変遅れる原因 

2月 18日に昨年 12月 15日～18日の日程でアメリカ・オハイオ州に買い付けに出かけて仕入してきた原

木がコンテナにて入荷しました。まる 2か月の時間が掛りました。当初の予定は 1月中旬の予定でした。 

 荷物の遅れの源因はアメリカ西海岸の港湾ストライキの影響をもろに受けた結果です。下記の写真は服

部商店が取引しているアメリカシッパーから頂きました。左の写真が今年の港湾ストの影響で数が数えら

れないくらい滞留したコンテナ群です。右の写真は平常の時です。この比較する 2枚の写真で現在の状況

を理解して頂けると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京大学演習林材 

 １月３０日北海道・旭川にて開催された第３８２回北海道産広葉樹銘木市にて小生が落札した原木の写

真です。 

NO5042 東京大学演習林 委託材 セン 長さ３メーター 直径５０センチの貴重な写真です。何故貴重

かと言えばこの４枚の写真は原木の流れがどういう形なのかを検証出来るのです。 

 立木の写真は国立大学法人東京大学農学生命科学研究所・付属演習林北海道演習林生産販売係から演習

林の買い付け業者にもれなく郵送される写真ですが、立木を切られ、そして銘木市に並べられ、市が開催

され、買い付け業者が決まり、そしてその業者に運ばれ、製材され乾燥され、全国の必要とされている方

達に供給されるのです。一般に製材品を理解出来る方は、材木屋を含め大勢いますが、一貫した流れを御

存じの方は、決して多くはいないと思います。そういう方達に理解して頂こうと思った４枚の写真です。 

元から見た写真です。（元の木口）           末から見た写真です。（末の木口）              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   末から見た姿の写真です。              立木の写真です。 

  

 

 

 

 

 

左の写真も小生が落札したマカバ原木の写真です。長さ

2.6 ﾒｰﾀｰ直径 42 ｾﾝﾁの小振りな原木でしたが、中身はサク

ラ色の素晴らしい製材品が取れました。 

さすが東京大学演習林材は世界一の森林です。 



思わず悲鳴を上げてしまう輸入及び広葉樹木材製品価格の上昇と服部雅章 

 広葉樹製材品の価格上昇が止まりません。服部商店入社 31年目ですが、こんな事は初めての経験です。 

為替が 360 円の時代、高度経済成長していた昔の日本国は毎年 7％くらい国全体が大きくなっていた時

代、小生は社会人では有りませんので、このような物価上昇、『職業は材木屋なので、広葉樹製材品の急激

な価格上昇』経験は全く有りません。 

確かにバブル時期に少しの経験『物価上昇』は有りましたが、日本国が成長から成熟に舵を切るように

なった昨今の 20年の経済の動きを考えても、全体に物が余っている我が国に極一部の消費財とは言え広葉

樹製材品が急激に値上がりすることを凄く警戒し危惧します。 

と言うのは、将来経済が急激に伸びる事は有りません。従ってお給料も急激に増える事も有りません。

住まいを購入する時も、収入に見合った物しか購入出来ません。 

消費者の皆様で一番大きな買い物はやはり住まいです。ただでさえ人手不足・建築材の不足『東日本大

震災以降、東京オリンピッツク等々建築ラッシュ』の為に全ての建築資材が高騰している状況では、大工

の手間の掛るコストも高い無垢の木製品を多く使えない事に繋がっている様に思います。 

そうかと言って無機質のコンクリートで出来たマンションを購入した方は、少しは木の温もりの無垢の

テーブル・無垢材で出来た木製品『額縁・小物家具・小物グッズ』位は購入したいと考えるのは当然の流

れだと思います。その物作りに携わる方達に諸に影響してくるのが、広葉樹製材品の大幅な価格上昇です。 

ところでアベノミックスと言うインフレターゲットの経済政策はなるほどとは、思いますが、しかし自

分がその問題『仕入れ先から大幅な値上げを要請され、多少ともお客様の荷動きが良くない事、簡単にエ

ンドユーザーの価格が上げられない状況でも値上げをお願いしないとやっていけない局面』に直面すると

思わずたじろいでしまうのが現状ではないでしょか。 

正直そんな状況ですが、小生が 3 月以降仕入れを止める事は絶対に出来ません。それは服部商店法人改

組 50周年、社長就任 20年、父親が亡くなって 12年と色んな事が重なる年ですが、現在最も考えているの

は服部商店を次のステージに上げる事です。 

そのステージとは、自分の子供が、この会社は、しんどいが何となく面白い、何となくやってみたいと

言う会社に仕上げる事がその主な仕事だと考えています。 

小生には外部に頭脳ブレーンがいます。難しい事は全て相談して行動していますが、仕事に励むのは他

人さんでは有りません。自分自身です。 

服部猪三郎（祖父・初代）服部良昌（父・２代目）服部雅章（小生・３代目）と何とか３代続きました

が、４代目に繫ぐのが使命なのです。４代目は残念ながら長男（1990年生まれ）では有りません。彼は木

材と全く違う道に進みます。4代目の候補生は二男（2000年生まれ）です。現在中学 2年生です。 

彼が大学入学までに何としても新しい服部商店の図面の一部でもおぼろげな形でも描きたいと思ってい

ます。その第一歩が仕入れ先の変更です。 

まだ全てが決まっていませんが、3 月中旬に一人でアメリカに広葉樹原木の買い付けに行こうと計画を

立てています。それは仕入れ先を変更する事です。第 14回勉強会のホワイトオーク原木は、日本の商社の

方と同行し買いつけて来ましたが、計画しているのは、直接買い付ける事です。 

原木以外のアメリカ材製材品は以前からアメリカシッパーと直接手掛けています。そのお蔭で碁盤・将

棋盤・桂材の服部商店から無垢材の服部商店に変化出来たのですが、それではまだまだ不十分です。競合

ライバルは日本中にいます。その中で真のオンリーワンを実現できたとき、服部商店が次のステージに上

がれる時だと考えています。 

その事を実現できれば、今以上御客様には、新しい価値の創造が出来る素材を提供できる服部商店にな

れると確信しています。 

価格上昇に耐えうる力を身に着けてこそ真のオンリーワンの雑木屋になれることだと。 



第 9回服部商店・展示即売会の御知らせ 

 今回の展示即売会は前回と大幅内容が違います。それを下記に書きます。 

1、 ホワイトオーク原木・ブラックウオールナット原木の展示即売会も開催します。 

2、 開催日は 3月 14日 AM：8時～3月 15日 PM：4時迄。ただし 3月 14日 AM10時～AM11時は勉強会開

催の為に一時販売を休止します。 

3、 展示スペースが限られています。前もって購入を決めて頂ける商品が有れば是非ご連絡頂ければあり

がたいです。 

4、 服部商店のホームページに上がっている『むくらぶ会員』しか見られない商品の展示も行います。 

5、 展示即売会は服部商店法人改組 50 周年ロングラン記念セールも同時に開催していますのでご利用下

さい。骨子は以下です。 

記念特典 

①  期間中（2 月 19 日～3 月 15 日）に購入機会が複数回で総合計 10,000 円～199,999 円（税込）を

購入して頂いた方には 5％の割引を致します。 

② 期間中に購入機会が複数回で総合計 200,000円～499,999 円（税込）を購入して頂いた方には 8％の

割引を致します。 

③ 期間中に購入機会が複数回で総合計 500,000 円（税込）以上ご購入して頂いた方には 10％の割引を

致します。 

④ 運送代及び加工賃は割引の対象外です。 

⑤ お取引の無い方にはまず 10,000円以上お買い上げ下さい。お買い上げ者と同様の特典を差し上げま

す。 

⑥ 割引を実施した金額が 100,000円位なのかそれとも 300,000円なのか、それとも 500,000円なのか解

らないと言う方がいらっしゃると思いますが、3 月 15 日夕方にお買い上げ金額が確定したときに割

引金額を確定します。 

例を下記に書きます。（月末締め 15日払い） 

1回目のお買いもの   50,000円    2月 10日   便宜的に 5％割引 2,500円 

2回目のお買いもの   100、000円   2月 28日   便宜的に 5％割引 5,000円 

3月 15日のお支払い   142,500円 （ただし振込料は御負担願います） 

3回目のお買いもの   60,000円   3月 10日    便宜的に 5％割引 3,000円 

210,000円（税込）→8％の割引になります。16,800円が割引金額になります。  10,500円（5％割引） 

最終的に 3月 15日に確定し請求させて頂きます。 

3 月 31 日までにお支払い下さい。上記の場合 193,200 円－142,500 円＝50,700 円がお支払い対象金

額になります。200,000円を超える事でさらに 6,300円お得になります。 

⑦  お客様によって締めが 20日又は月末の 30日の方もいらっしゃいますが、締めは締めでお支払い下

さい。そのうえで上記の処理を致します。なお現金又は振込の方だけが対象です。手形の御客様は対

象外です。 

  

 なお当日お茶とカップラーメンをご用意したいと思っていますので申し訳ありませんが、別紙の用紙 

に記入の上 FAXかお電話・メールにてお知らせ頂ける様にお願いいたします。 

 

 

 

 



 

FAX０７２－４２２－８５７７ 

 

 

 

         第 14回服部商店勉強会の参加申し込み用紙です。 

 

1、勉強会（ホワイトオークの製材）3月 14日 AM10時～AM11時に参加したい。 

 

         はい                 いいえ 

 

2、 当時多忙で来られない方・遠方で行きたいが行けない方の為にご用意い

たします、後ほど作成します DVD（実費・送料を含む・600円切手をお願い

します。）を送ってほしい。 

 

はい               いいえ 

 

 

会社名  

担当者名  

〒と連絡先ご住所  

お電話番号  

FAX又はメールアドレス  

                             

 

                                〒 596-0011 

                               大阪府岸和田市木材町 16-1 

                               ㈱服部商店 

                               ＴＥＬ 072-438-0173.0511 

                              E-mail  info@hattoriwood.co.jp 

 



 

FAX０７２－４２２－８５７７ 

 

 

 

            展示即売会のアンケートをお願いします 

 

1、即売会も兼ねています服部商店法人改組 50周年ロングラン記念セール（2月 9日～3月

15日 PM4時迄開催しています。）にて商品を購入したい。 

 

         はい                 いいえ 

購入の書き方（例）この用紙は何度でもご使用下さい。 

樹種        商品名      商品番号      金額     割引金額 

タモ       タモ耳付       T-100       100,000円    95,000円 

 

 

 

 

 

  

今回は原木の展示も行いますので展示スペースが限られています。服部商店のホームページに掲載してい

る商品を含む全商品が対象になっていますが、御客様の利便性を図りたいと思っていますので、是非前日

までに内容がはっきりしている場合、FAX・電話・メールにてご連絡下さい。宜しくお願い致します。 

会社名  

担当者名  

〒と連絡先ご住所  

お電話番号  

FAX又はメールアドレス  

                             〒 596-0011 

                               大阪府岸和田市木材町 16-1 

                               ㈱服部商店 

                               ＴＥＬ 072-438-0173.0511 

                               E-mail  info@hattoriwood.co.jp 


