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木　材
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ひらいの原点は、材木商です。 日本の文化は「木の文化」と言っても過言ではないでしょう
。 国土の70%は森林。その自然とともに日本は発展してきました。 21世紀に入り、あらた
めて、「木の文化」が見直されています。 材木商として創業から半世紀以上経過している経
験を活かし、全てのお客様に最高の「木の文化」を提案します。 

「木のぬくもりと、地球へのやさしさ」

合板
原木を薄くした単板（ベニヤ）を何枚も
木目が交互に直交するように重ねて張
り合わせ、1枚の板にした木材です。強く
、幅が広く、伸び縮みの少ない優れた木
材。重さの割にその強度が大きく、面とし
ての強さで 耐震性に優れています。

集成材
ひき板または小さな角材を集め、接着して作られた材です。品
質はJASによって規定されており、建物内部に使用される造作
用、構造部材の構造用に大別されます。

【集成材の特徴】　幅や厚さ、長さ方向を自由に調整すること
ができ、自由なデザインや構造計算に 必要とされる強度の部
材に供給することができます。 また、強度性能にばらつきが少
なく、品質が均一で信頼性の高い部材です。

世界中から仕入れが可能　近年お客様のニーズが多様にな
り、求められる木材も多種多様になってきました。ひらいは、そ
のニーズにお応えするために世界各地から選び抜かれた輸
入材を仕入れて、安定した提供をしています。

【集成材の耐火性能】
表面は焦げて炭化層ができ、内側へ
の酸素の供給が絶たれるので 燃えに
くくなります。この炭化層が保護層に
なるので、内部は発火点以下に 抑え
られ、構造上必要な強度を保ちます。

CLT
Cross Laminated Timber（クロス・ラミネイティド・ティンバー）
の略で、欧州で開発された 工法で、CLTは板の層を各層で互い
に直交するように積層接着した厚型パネルのことを呼びます。
従来の木造と比べて施工がシンプルになり、現場での施工が
少なく工期が短くなります。CLTパネルは熱伝導率がとても低
いので、優れた断熱性能を発揮します。 また、高い強度と優れ
た耐震性能も発揮します。 

輸入材
国外から輸入される木材。外材とも呼ばれ、主な輸入先はカ
ナダ・オーストラリア・ロシア・アメリカ・マレーシア・欧州です。

日本全国から仕入れ可能　日本は国土の約2/3が森林で、戦
後の植林によって人工材を中心に森林資源は増え続け、日本
で1年間に消費される木材の量とほぼ同じ量が増え続けていま
す。そんな日本だからこそ、全国各地からの仕入れをすること
ができます。ひらいでは顔の見える業者とお付き合
いし、品質の確かな国産材
を日本各地から安定的に仕
入れ、提供することができま
す。さらに、自社にて加工ま
ですることによって、価格も
おさえることができます。 

国産材
国内に生育する原材料（原木）に、製材したり加工を施した木
材。国産材は内地材とも呼ばれ、樹種も杉・ヒノキ・松などさま
ざまです。



資材・建材・住宅設備・運送
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ひらいでは、「素敵な暮らし」
に関するあらゆるマテリアル

を提供します。 戸建住宅やマンション、非住宅などを対象に、システムキッチンやユニット
バスをはじめとする暮らしを彩る住宅設備機器や、木質建材、窯業建材、屋根材、断熱材
などの住まいをデザインするあらゆる資材・建材を取り扱っています。また、自然環境に配
慮した太陽光発電や、省エネ家電を積極的に提案し、エコ商品の拡大も行っています。さ
らには、マテリアルの販売だけではなく、各種申請のサポートや建築行政、環境関連の最
新情報の発信や共有を積極的に行っています。 

自然環境に配慮しながら、輸送の効率化を実現します。ひらいグルー
プ全てのお客様の大切な木材・資材・建材・住宅設備などを安全第一

で目的地まで、経験豊かなプロのドライバーが大切にお届けします。

資材・建材・住宅設備 

運送 

窯業建材
外壁用サイディング、石膏ボード、石膏スラ
グ板、スレート、グラスウール、ALC、ケイカ
ル板等があります。窯で焼成されることによ
り強度と耐久性に優れ、また不燃建材として
の特性を持ちます。

金属建材
樹脂・金属を基材とする建材です。商品とし
ては金属サイディング、玄関扉、窓、サッシ、
樹脂系造作材、発泡系断熱材等があります。

内装建材
建物内部に使用する建材です。内装系建材
の商品には建具、壁紙等があります。

省エネ家電
「ゼロエネルギー住宅」、「スマートハウス」への
関心が高まるなか、当社は環境商品の取り扱い
を積極的に進めています。 HEMS(Home Energy 
Management System)、蓄電池等の省エネルギ
ー家電を提案し、市場拡大を目指します。 

木質建材
木質建材は木材を基材とする建材です。木
質建材の商品には床材、扉、天井材、階段、
造作部材、棚、クローゼット、玄関収納等が
あります。

住宅設備機器
私達の快適な暮らしに必要な、機能性に優
れ、流行にマッチしたシステムキッチン、ユ
ニットバス、洗面化粧台、給湯機器、トイレ
等の商品を扱っています。



プレカット
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千葉県内をはじめ、関東甲信越エリアのお客様にプレカット材をご提供しています。 プレ
カット材のみならず、壁･屋根パネル、建方工事･構造計算･長期優良住宅の申請サポート
サービスなど、 建築に関わる様々なご提案をしています。

構造材のプレカットにより、手加工に比べて仕口加工の精度を安定させることができます。
鎌継手、蟻仕口などの力が掛かる部分にはRの加工を施しており、力を均等に分散させることができます。
各種金物工法（プレセッター、マルチSSマルチ等）の加工に対応しております。

・ 構造材プレカット　（生産能力：約7,000坪／月（横架材ベース））

横架材加工機の出口に多種加工機を設置し、今まで機械加工不可能だった斜め材、
登り材の加工、ケラパカットなどに対応可能となりました。

また、最大長さ15m×幅300mm×1250mmまでの大きさの部材が
加工可能となりました。
これにより、大規模空間が必要となる体育館、店舗、集会場、工場、倉庫などの
さまざまな公共・商業施設の木造建築物の材料を加工することができます。

ドイツのフンデガー社製「K2i」を導入し、
これまではどんな加工機でも対応不可能だった3次
元特殊加工に対応しました。
各ユニットで対応できる仕口・継手形状の自由度が
高い為、通常の垂直・直角以外の斜め材や登り材は
もちろんのこと、それらを組み合わせて3次元の納まり
にも対応できます。

・ 横架材多種加工機

・ フンデガー 「K2i」

現場作業が少なくなり、工期短縮が計れます。現場作業の際に出る木材ゴミの削減に役立ちます。
・ 羽柄、合板のプレカット

木材プレカットはお任せください！

各種プレカット加工に対応
構造材はもちろんのこと、羽柄材、野地合板の加工も対応しています。

特殊加工に幅広く対応



宮川工機（株）製の加工機を2ライン並列に設置。材料投入後、2つの加工ラインへ稼動状況に応じて自動的に振り分けることで、
独立型の2ラインを併設するよりも1棟あたりの加工時間を短縮しています。
時間あたり平均15坪程度、月産にして約7,000坪の加工が可能です。加工ライン最後に多種加工機を配置しています。

・ 構造材（MPS-VX、MPS-54）

1. プレセッター  （カネシン）／ご要望に合わせて3種類から選択
1. SSマルチ  （タナカ）／ナットレス金物工法
1. ハラテック金物法／高品質・高精度の1スリット金物工法

・ 構造材

宮川工機（株）製の加工機を2台設置。床部の下地材の根太、軸組部材の間柱、筋違、窓台まぐさ、屋根部材の隅木、垂木、
破風鼻隠しなど多種部材の加工に対応しています。間柱の筋違欠きや、窓台まぐさの間柱欠きなどの中間加工にも対応しています。

・ 羽柄材（MPC-25K、MPC-13）

・ 羽柄材

宮川工機（株）製の加工機を2台設置。
床下地材の合板の加工に対応しています。大きさカットはもちろん、柱部分の切欠きや、金物部分の切欠き等の対応もしています。

・ 床合板（MPD-11）

屋根に貼る野地合板の加工に対応しています。切り妻屋根から、寄棟屋根の斜めのカットまで幅広く対応可能です。
・ 野地合板（MPD-11）

・ 床、野地合板

宮川工機（株）製の加工機を2台設置。通常加工機以外に、真壁柱、その他化粧柱の超仕上加工機を設置。
その他機械では加工できない丸太柱、床柱については手加工にて対応しています。

・ 柱加工機（MPS-34、MPS-32）

一般ライン加工機概要

ひらいプレカットで扱っている金物工法

金物工法のメリット
・仕口簡素により断面欠損の大幅減少
・自由な設計が可能　・現場作業が大幅に軽減、工期も短縮
・強度のある高性能住宅が実現

プレセッター SSマルチ ハラテック金物プレセッターSU

敷地面積：約26,000㎡（≒8,000坪）
建　　物：工場2棟≒2,300坪（29m×140mの1,300坪及び28m×110mの1,000坪）

事務所棟：1棟／休憩室：2棟／倉庫棟：2棟／トイレ棟：2棟　　集塵設備

・横架材：28m×83m、約700坪　　　 ・柱：29m×46m、約400坪
・羽柄・合板：29m×48m、約420坪　  ・金物取付：26m×28m、約220坪

金物工法とは、従来の木造軸組工法の接合部に仕
口を使用せずに金物を使用した工法です。金物工法
には、以下の様な魅力があります。

当社金物加工機ラインの特徴

当社金物加工機ラインの特徴

・5寸仕様構造材が加工できます。
・構造材に在来仕口と金物仕口を混在（ハイブリット加工）できます。
・無垢材使用の金物加工が可能です。（金物種類によって制限があります）



建　築
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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が2010年に施行され、学校
や幼稚園、商業施設など中大規模建築物の木造化が推進されています。ひらいでは、
資材調達からプレカット加工、設計、施工までの強みを活かし、ワンストップでお客様の
ニーズに応えます。 

高品質な技術を提供することにより、
お客様と地域社会に貢献していく

中大規模木造建築
【実績紹介】

設計事務所様、大手メーカー様、不
動産業者様、プレカット業者様から
の工事依頼を頂き、注文住宅で蓄積
したノウハウ、技術力を基に店舗、幼
稚園、レストラン、等の住宅以外の木
造枠組み工法、大断面SE工法、鉄骨
建築等の一括受注、木工工事、内装
工事等、工期厳守と高品質の建物を
供給致します。

福増幼稚園

幼稚園

白く大きなテントに囲まれた内部棟
と開放感のある外部棟が、一筆書き
のように続く一枚の壁によって形づ
くられる幼稚園

SGT美術館

美術館

千葉県勝浦市の海岸から山間部に
数キロ入った、東急ハーヴェストクラ
ブ付近の丘に建つ美術館です。

農家レストラン「さんち家」

商業施設

農林水産省が推進する“六次産業”
の取組みの一つとして千葉県柏市に
オープンしました農家レストラン

千葉大学大学院
ゲストハウス

教育施設

宿泊施設や集会所としての機能を備
えたゲストハウス

佐原教会

教　会

教会と幼稚園との複合施設である佐
原教会は、地域交流の場として住民
にとって憩いの空間になっています



設　計
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design
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建築家として、本物の「木」や「自然素材」のよさを最大限に活用します。お客様のライフ
スタイルをお聞かせ頂き、気候風土、土地形状、周辺環境を鑑みて、素敵な木の家・木
の暮らしをみなさまにご提案します。

（株）ひらいでは平成28年度ZEHビルダー登録を行い、以下の通り事業計画を立てZEHの普及拡大に取り組んでいきます

1.高性能設備ばかりに頼らない自然エネルギーを取り入れた地球と共存する家づくりに取り組む

 材木商としてのノウハウを活かし、本物の「木」や「自然素材」を主としたデザインを行
います。日本の古き良き文化と、お客様のライフスタイルを融合させ、五感が喜ぶような
空間や住環境を提案します。 また、建築確認や、長期優良住宅認定等の申請、木造構造
計算等の業務もサポートします。

（株）ひらいのZEH普及率

デザイン

support各種申請、計算
・建築確認申請
・長期優良住宅認定申請
・木造構造計算
・住宅算定サポート

その他の取り組み

1.外皮計算・一次消費エネルギー計算を社内で実施し、コストダウンを図る。
2.ZEH仕様を標準とした商品を開発し、設備・材料を一本化することによりコストダウンを実現する。

ZEHのコストダウンにむけた具体策

1.住宅展示場及び、分譲モデルにご来場されたお客様
　にZEHのしくみやメリットを説明する。
2.見学会やイベント等でパネル等を利用したお客様に
　解りやすいZEHの案内や情報告知を行う。
3.自社ホームページやチラシ・ダイレクトメールにZEH
　情報を掲載しZEHの認知度を高める。

ZEHの周知・普及にむけた具体策

ZEHの普及拡大に取り組んでいきます。

3%
0%

5%
平成29年度平成28年度

目 標

実 績

平成30年度 平成31年度 平成32年度

0%
7%
-

15%
-

50%
-

現場調査・役場調査・用途に合わせた設計図書に作成等

長期優良住宅認定の基準に合った設計図書の作成・構造検討のサポート等

従来工法・2×4工法の構造計算や、構造・経済設計の支店からさまざまな相談を行います

外皮計算、低炭素住宅、ゼロエネルギー住宅についての算定を行います



住まい
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楽しい暮らしにさまざまな、「音」があります。その家に住まう人の日々の生活を大切にしつ
つ、理想のライフスタイルを提案します。素敵な音色を奏でるように、家だけではなく、家具
・雑貨・カーテン・照明・お庭に至るまで全てにこだわりぬいてデザインします。 

UNIVERSAL HOME

万有の英知を集結し、人と地球にやさしい家づくりを目指しています。

ユニバーサルホーム

住まいをトータルサポート

地熱床システム、オール電化住宅、二世帯住宅、平屋住宅、高気密・
高断熱住宅などの注文住宅の家作りスタイルをご用意致しております。

住まいのことなら、買取から土地探し・建築・アフターメンテナンスまで全てお任せください。

買取・下取 土地探し 注文住宅 新築戸建 中古戸建 設計・建築 リフォーム
アフター
メンテナンス

市原展示場
TEL ： 0436-20-8841
営業 ： 10：00～18：00（毎週水曜定休）
〒290-0050 千葉県市原市更級1-6-9
　　　　　  市原住宅公園内

ユニバーサルホーム

木更津展示場
TEL ： 0438-30-4505
営業 ： 10：00～18：00（毎週水曜定休）
〒292-0034 千葉県木更津市
　　　　　  ほたる野4-1-1

ユニバーサルホーム

館山モデルハウス
TEL ： 0470-25-5677
営業 ： 10：00～18：00（毎週水曜定休）
〒294-0047 千葉県館山市八幡545－1
　　　　　  イオンタウン館山内

ユニバーサルホーム



La Kühnel

ラクーネルでみつける、素敵な暮らし

ラクーネル

木の家プロジェクト

日々の生活を大切にしつつ、素敵な音色を奏でる家を、
家具・カーテン・照明・外構・雑貨に至るまで全てこだわりぬいてデザインいたします。

楽しい暮らしには、様々な“おと”があります。

自然素材に囲まれて暮らしたい

ヒノキの床、スギの梁、漆喰の壁。自然素材をふんだんに使った、
自然の息づかいを感じる暮らし。本物の素材は、

月日を経て世界にただひとつだけの色に美しく染まっていきます。

分譲プロジェクト
上質なライフスタイルをトータルコーディネート

La kuhnel《ラクーネル》は、
住まう人に理想のライフスタイルを提案するために
生まれたひらいのオリジナルブランドです。



リノベーション
renovation07

千葉県内、または近郊の、戸建・マンションのリノベーションをワンストップで提案します。 
リノベーションで素敵な暮らしを手に入れたいけど、何から始めたらいいかわからない、
住宅ローンの資金のご相談、中古戸建・中古マンション物件の安全性や、思い描いた住ま
いになるかわからないなど疑問だらけかもしれません。ひらいでは、中古物件購入のお
手伝いから、設計、デザイン、施工、アフターメンテナンスまで、全て一貫して、お客様のお
手伝いをさせて頂きます。 

HIRAI’S RENOVATION ひらいのリノベーション。

ライフ
プランニング
LIFE PLANNING

住宅ローンや、住まいの購入に当てられる費
用はどのくらいなのか、またお住み替えなど
はどのようにしたらよいのかなど、お客様の「
お金」「資産」からご相談させて頂きます。

リノベーション
RENOVATION

住まいをお持ちの方、また、すでに購入をされ
ているお客様へ理想の空間を演出します。お
客様のライフスタイルをお聞かせ頂き、資金
面や、現地調査をしてプランをお作りします。

中古住宅
×リノベーション

HOUSE×RENOVATION

ひらいのリノベーションではプランニングから中古物件の購入のお手伝いから、設計・デザイン、施工。アフターメンテナンスまで
一貫してお手伝いします。まずは3つのステージに分けてアナタに合ったリノベーションをご提案します。

新しい素敵な暮らしの実現のご提案です。中
古住宅を購入し、お客様だけの暮らしを演出
していきます。ある程度のご予算が決まりまし
たら、設計・デザイナーとともに物件を探し、
中古物件購入のお手伝いからアフターメン
テナンスまでひらいが全てサポートします。

RENOVATION
MENU

リノベーションメニュー

自然素材・木質化のリノベーション
材木商だからこそできるリノベーション。
自然素材を随所に取り入れ、やわらかな
空間を演出します。同時に、太陽の光や風
などのエネルギーも活用してパッシブデザ
インも取り入れます。

今、お住まいの家のリノベーション
長年暮らしてきた愛着のある住まいをリノ
ベーション。経年変化などによる古さや、家
族の変化によるお部屋の使い方など、今、
お住まいのご不満を解消します。

マンションリノベーション
リノベーションを前提に中古物件をご購入
するという新しいスタイルです。
ご提案の際は、家のことももちろんですが、
暮らしに関する全ての事柄もあわせて検
討します。

古民家リノベーション
古き良き時代の建物のリノベーションです。
ご提案の際は、家のことももちろんですが、
暮らしに関する全ての事柄もあわせて検討
します。お庭、照明、カーテン、家具。そのトー
タルなご提案をご期待ください。

戸建リノベーション
リノベーションを前提に中古物件をご購入
するという新しいスタイルです。
ご提案の際は、家のことももちろんですが、
暮らしに関する全ての事柄もあわせて検
討します。



リフォーム
reform08

千葉県内の戸建・マンションのリフォームをワンストップで提案します。 外壁の塗装、お庭
のリフォーム、洗面台、トイレ、お風呂、キッチンなどの水廻りや、お部屋の壁紙、ドアなど
の内装はもちろん、防音工事や、電気工事などもお客様のご要望にお応えします。 

REHOME PLAZA
壊すのではなく、古いものを造りなおす。ものを大切にする、生活環境をより良く改善する。
各分野の経験豊富なスペシャリストが丁寧に素敵に暮らしをデザインします。

安心で安全なリフォーム工事をお届けするために、ひらいのリホームでは5つの約束をします。 

ひらいのリホーム　 つの約束5

お約束1
押し売りはしません

お約束2
現地調査・お見積もりは
無料でご提案をします

お約束3
時間指定の
ご訪問をします

お約束4
高齢化社会に対応します

お約束5
小さな工事から承ります

お近くの営業所
■ 市原店

イトーヨーカドー姉崎店駐車場
入口に位置し、市原、袖ヶ浦、木
更津方面のお客様をバックアッ
プさせていただきます。

TEL.0120-60-3104

〒299-0111
千葉県市原市姉崎628-12
営業時間／9：00～18：00 

■ 千葉店

商品提案型のショールームとし
て新規オープン。千葉市と隣接
の地域の一部を担当しています。

TEL.0120-23-2401

〒264-0017
千葉県千葉市若葉区
加曽利町292-1
営業時間／9：00～18：00 

■ ユニモちはら台店

ユニモにお買い物の際、お気
軽にお立ち寄りいただける住
まいの相談室です。

TEL.0120-76-0337

〒290-0143
千葉県市原市ちはら台西3－4
ユニモショッピングモール内1F
営業時間／10：00～21：00 

■ 茂原店

全店舗一の大きさのショールー
ムです。アクセスしやすい大通
り沿いにあり、駐車場も完備し
ております。

TEL.0120-80-1221

〒297-0073
千葉県茂原市長尾2489-2
営業時間／9：00～18：00 

■ イオンタウン館山店

館山では初のショールームで
す。施工エリアは館山市、南房
総市、鴨川市、鋸南町です。

TEL.0120-73-5222

〒294-0047
千葉県館山市八幡545-1
イオンタウン館山内
営業時間／9：00～18：00 

■ カスタマーズセンター

私たちの仕事は、リフォーム工
事と耐震補強工事です。耐震補
強工事については、お客様に
多大なご支持を頂いています。

TEL.0436-43-8090

〒290-0069
千葉県市原市八幡北町3-6-20
営業時間／9：00～18：00 

■ ワンズモール千葉北店

お買い物のついでに寄ってい
ただくこともできとても便利な
場所です。

TEL.0120-97-0433

〒263-0005
千葉県千葉市稲毛区長沼町330-5
ワンズモール内3F
営業時間／10：00～21：00 

■ きみつ店

2019年8月3日オープン!
君津市、富津市、木更津市方面
のお客様のご要望にお応えし
ます。

TEL.0800-800-2920

〒299-1174
千葉県君津市法木作1-1-45
営業時間／9：00～18：00 



不動産
real estate09

不動産売買、仲介、賃貸、管理業務等を通して、住まいのトータルアドバイザーとして、
地域の発展と住みよい街造りに貢献する事を目指しています。 

ひらい不動産販売株式会社

街を創る、暮らしを創る
不動産の売買、仲介、賃貸、管理業務、資産運用を通して、
住まいのトータルアドバイザーとしてより良い住まいと暮らしのお手伝いをします。

株式会社ジャパンマーケティング

人をつなぐ、価値をつなぐ、未来へつなぐ
大切な不動産は売りたい人から買いたい人につながることで、新しい価値を生みます。
わたしたちの仕事は、その責任重大な橋渡し。たくさんの家族の、幸せな未来のために知恵も汗も絞ります

商　号

住　所

電話/FAX

免許番号

所属団体

ひらい不動産販売株式会社

〒299-0111 千葉県市原市姉崎700番地9

0436-62-6262／0436-62-3800

千葉県知事免許（4）第14428号

（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

電話/FAX

免許番号

所属団体

取引先

043-441-7273／043-254-7022

千葉県知事免許（3）第14732号

（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員

保証協会

主な
取扱物件

（公社）全国宅地建物取引業保証協会

貸アパート・マンション、貸戸建ほか貸事務所・
店舗 駐車場、売新築マンション、
売新築一戸建、売中古マンション、
売中古一戸建、公団・公社 売土地、
売事務所・店舗、投資用・その他リゾート物件

商　号

住　所

株式会社ジャパンマーケティング

〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天１－２－８
大野ビル５F

㈱三井不動産リアルティ、ちばリハウス㈱、住友不動産販売㈱、大成有楽不動産販売㈱、
野村不動産アーバンネット㈱、東急リバブル㈱、スターツピタットハウス㈱、㈱大京穴吹不動産、
三井住友トラスト不動産㈱、三菱UFJ不動産販売㈱、㈱東日本住宅、㈱長谷工リアルエステート、新日本住販㈱、
㈱エイブル、ハウスコム㈱、㈱タウンハウジング、㈱ハウスメイト、㈱ミニミニ、㈱スタートトゥデイ、etc.（順不同） 



ラクーネル
la kuhnel10

上質なライフスタイルをコーディネート。La Kuhnel（ラクーネル）は、住まう人へ極上のライフ
スタイルを 提案するため生まれた家づくりのブランドです。人々の価値観が変化し多様化し
た今、家づくりにもその人らしい 生き方や、ライフスタイルを映し出す事が求められています
。おしゃれに、心地良い生活を送りたい。 けどセンスに自信はないし、時間もない・・・・多くの
人が家づくりに抱く理想を、La Kuhnel（ラクーネル）は叶えます。 間取設計・外構・家具に至
るまで考え抜いたプランをトータルコーディネート致しますので、余計なことは考えなくても
大丈夫。La Kuhnel（ラクーネル）で、夢に見た極上のライフスタイルをあなたの手に。 

木の家プロジェクト

暮らしを楽しむ

食事を楽しむ

安心して寝る

FUN
EAT
SLEEP

家族 みんなが、のび のびと楽しく暮らせる時間。

奥様が安心して子育てができる。
子どもがペットと走り回って遊ぶ。
ご主人が落ち着いた空間でゆったりとくつろげる。

そんな、ふとした瞬間を大切にしたい。

La Kuhnel〔ラクーネル〕は、幸せな暮らしをデザインします。

自然素材に囲まれて暮らしたい

ヒノキの床、スギの梁、漆喰の壁。自然素材をふんだんに使った、
自然の息づかいを感じる暮らし。本物の素材は、

月日を経て世界にただひとつだけの色に美しく染まっていきます。

分譲プロジェクト
楽しい暮らしには、様々な“おと”があります。

日々の生活を大切にしつつ、素敵な音色を奏でる家を、
家具・カーテン・照明・外構・雑貨に至るまで
全てこだわりぬいてデザインいたします。



木　育
mokuiku11

「木育」は2004年に北海道で生まれた言葉で、2006年には「森林・林業基本法」の中で閣
議決定されました。木育は、私たちの現代の生活から遠ざかった木を再び生活の中に取
り入れ、森林と人を再びつなぐことを目標にしています。 木を使うことと環境を守ることが
つながっているということを伝え、木の文化を次世代へと継承していきます。
我々はこの理念に賛同し、木を原点として発展してきた歴史をもつ企業として、2017年8月
に「ウッドスタート宣言」を致しました

ひらいグループの原点は、「木」にあります。創業者夏井祐輔が山から木を伐りだし、それを販売したことからひらいの商売は始まりました。
現在も、木材・資材の販売、木造住宅・非住宅の建築など、ひらいの事業と木との関係は、切っても切り離せない関係にあります。
木を使い、木に育てられてきたひらいにとって、木を正しく使い森を守るための正しい知識を次世代へ伝え、木を正しく使う人を育てていくことがこれまでひ
らいグループを支えてくれた地域と森林への恩返しになります。
すべてのお客様には、木にこだわった設計・デザインの木造住宅やリノベーション、それに合わせた家具によって木に親しみ、温もりを感じられる暮らしを実
現します。さらに、幼稚園などの教育施設やその他の公共施設などを木質化・木造化し、木にこだわった中大規模建築にも挑戦します。材木商を原点にもつ
ひらいは、住まいと暮らしの総合企業としての視点から「木から始まる素敵な暮らし」を提案していきます。

赤ちゃんからはじめる木のある暮らし『木育』
このことばは、2004年に北海道で生まれたことばです。

＝環境を守る『木育』

＝木の文化を伝える『木育』

＝暮らしに木を取り入れる『木育』

＝経済を活性化させる『木育』

＝子どもの心を豊かにする『木育』

「ウッドスタート」とは、日本グッド・トイ委員会が展開している
『木育』の行動プランのことです。

木が好きな人を育てる活動

「ウッドスタート」で暮らしに『木育』を

か

き

く

け

こ

『木育』は単に木が好きになって、木を暮らしの中に
取り入れればいいというものではありません。
その木材が、森林や環境をきちんと大切にしながら
伐られているのかといったところにまで思いを馳せ、
木を使うことと環境を守ることがつながっている
ことをしっかりと理解する必要があります。

この活動では、「木」を真ん中に置いた子育て・子育ち環境を整備し、子どもをは
じめとする全ての人たちが、木の温もりを感じながら、楽しく豊かに暮らしを送る
ことができるようにしていく取り組みです。

ファーストトイこそ
地産地消で！

若いパパママを
木のファンに！

地産地消で木工場
の地場を育てる！



木からはじまる素敵な暮らし

会社概要

自然を愛し上質な心地よい住まいと健康的な暮らしを実現するお手伝いをします。

（2020年7月現在）

株式会社ひらい（英字商号　HIRA I  Co . , L t d）

昭和50年3月

9 ,800万円

代表取締役：夏 井  宏 一 郎

1 6 8名

〒299-0111　千葉県市原市姉崎736番地1

TEL：0436-62-2201　FAX：0436-61-2358　URL：http://www.hirai-gnet.co.jp

千葉銀行／千葉信用金庫／みずほ銀行／三菱東京UFJ銀行／京葉銀行

ひらいホールディングス株式会社   ラ ク ー ネ ル 株 式 会 社
株式会社ジャパンマーケティング   丸 山 工 業 株 式 会 社   株式会社一条工務店千葉

木材流通事業／資材・建材・住宅設備 流通事業／プレカット事業／
運送事業／中大規模 木造建築事業／一級建築士事務所／
分譲事業／戸建住宅事業／リノベーション・リフォーム事業／不動産事業

商　号

設立年月

資本金

代表者

従業員数

所在地

連絡先

事業内容

取引金融機関

ひらいグループ
企業

Copy r i gh t ( c )  H IRA I  Co . , L t d  A l l  R i gh t s  Rese r ved .




