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各メーカーの様々な木製建具についてご紹介します。

大建工業
■Hapia■ラシッサS

■ベリティス

木目が立体的に浮き出た「うづくり仕上げ」は木肌の素材感を
いっそう際立たせます。また、時間の経過とともに木肌の色合
いが深まり味わいを増すのも無垢ならでは。

Panasonicカタログより引用

大建工業カタログより引用
ノーリツの給湯器に関するお知らせ

故障ではなく『点検お知らせ機能』という点検時期が
　　　来た事をお知らせしてくれています！
点検お知らせ機能とは？
設計標準使用期間(家庭用機器10年・業務用機器3年)に基づき、点検時期を
お知らせする機能です。リモコンに「88」「888」が表示、または機器本体のラ
ンプ部が点滅し、点検時期をお知らせします。

この表示は故障ではないためお湯は使用可能です。

～点検の流れ～
通話料金
　無料

0120－911－026

※お問い合わせ時間　平日9時～17時30分
　　　　　　　　　　(土・日・祝日は休み)

STEP4　結果報告

STEP3　点検実施

STEP2　日程調整

STEP1　申し込み

▼

▼

▼

携帯電話からは…0570－064－910
　　　　　　　　(通話料かかります)

弊社に関するお知らせ

弊社は、平成31年度(令和元年度)・令和2年度東京都建設工事競争入札参加
　　資格審査において建築工事でＡランクの格付けを取得しました。

扉デザイン31種類・扉色6種類・ハンドルタイプ10種類・
丁番色4種類から選ぶ事が出来ます。また、ガラスのバリエー
ションも豊富なので組合せによって自分だけのドアを作る事が
可能です。
▼豊富なガラスバリエーション

天然木の自然な凸凹が再現され、触ると本物らしさを感じる
木肌感となっています。すり傷や汚れに強く、ドアレバーは
抗菌仕様になっています。

扉デザインが61種類の中から選べる豊富なバリエーションで、
色はベーシックカラーだけでも9種類から選択可能です。

透明 チェッカー

カスミ アンティーク

エッチング モール
LIXILカタログより引用

レザー調

グロス調

▲
軽く触れるだけでドアの開け閉め
が出来るショートストローク機構。
高齢者や力の弱い方でも使いや
すいレバーハンドルです。

ショートストロークレバーハンドル

ナチュラル色

約3～5年後

オーダーペイントシリーズ
　　　もあります！
▼　▼　▼　▼　▼　▼

※点検は有償です。

〈ポイント〉デザインの種類が豊富 〈ポイント〉レザー調とグロス調の種類も豊富

〈ポイント〉傷や汚れに強い 〈ポイント〉無垢ならではの深い味わい
■ピノアース

LIXIL

Panasonic WOODONE

▼

シートを両面から
巻き込んで仕上げ
ている為、
剥がれや浮く心配も
ありません。

巻き込み小口▼

ついに夏本番！
熱中症にならないよう、こまめに水分補給を心がけましょう。

他にもここに載ってない木製建具がたくさんあるので、ショールームにて実物での確認をおすすめします！

WOODONEカタログより引用

お使いの給湯器でこんな表示が出ていませんか？

88又は888という
文字が出たら・・・

ノーリツ公式サイトより引用

もしかしたら、お客様のお家の給湯器もそろそろ点検時期かもしれません。今一度ご確認を！

公共工事の競争入札に参加する建設業者を対象にした審査によって決まります。
格付けは、工事品質の確保等を目的に行うもので、建築工事はＡ～Ｅの5等級に分かれます。
弊社は、江戸川区建設工事競争入札参加資格において建築工事Aランクを取得していますが、平成31年4月に
東京都の競争入札参加資格においても、建築工事Aランクを取得しました。

【 主な審査要素 】
・経営事項審査の総合評定値
（ 経営状況・経営規模・技術力
等を数値化したもの ）
・過去の工事施工実績

上記の他にも要素があり、
これらを総合的に評価し、
格付けされています。

[ 公共工事例 ]
篠崎第三小学校の改築工事を行いました。
 after

弊社は過去に江戸川区発注の
区立篠崎第三小学校改築工事、
現在は区立児童相談所新築工事など
多くの工事を施工しております。
これからもより多くのお客様に
喜んでいただくために、
誠心誠意励みますので、
宜しくお願いします。

〈 公共工事の競争入札における格付け 〉



じゃこおろしそうめん

作 り 方

 

・そうめん　　　　　　… 200g
・ちりめんじゃこ　　　… 15g
・大根　　　　　　　　… 150g
・梅干し　　　    　　… 2個
・みょうが　　　　　　… 2個
・青じそ 　　 　　　　… 2枚
・青ねぎ　　　　　　　… 適宜
・しょうが　　　　　　… 適宜
・本つゆ　　　　　　　… 1/2カップ
・水　　　　　　　　　… 2カップ

<２人分>

１　

 

次号は 調湿壁材 について特集します！

材  料

Aを合わせてかけ汁を作る。
　　

Ａ

器に 3　を盛り付け、青じ
そ、1　、梅干しをのせ、
かけ汁をはる。小口切りの
青ねぎやおろししょうがを
のせる。

ちりめんじゃこに熱湯をか
け、水気を切る。大根はす
りおろし、みょうがは薄く
切る。

2

3 そうめんはたっぷりの湯で
茹で、ざるに取り、流水を
かけながら手でもむように
洗って水気を切る。

4

 

内部改修工事
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今回の料理現在 工事中の物件

現場見学可能です！ご連絡下さい（担当：向井）

このほかにも工事中物件はまだまだあります！

増殖中♪

夢つくります　スイコウ 夢つくります　スイコウ

建物は命を守る場所　スイコウ

夢つくります　スイコウ

その他

作成者：高橋
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公共工事物件

本社

梅干しがアクセント♪

 

新築物件
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８

8/3(土)　江戸川区花火大会 場 江戸川河川敷

August

スイコウ 夏季休暇

梅には有機酸が多く、疲労回復などに有

効なクエン酸、リンゴ酸、コハク酸、酒

石酸、その他各種有機酸が豊富に含まれ

ています。

また、ビタミンも豊富で美肌効果も

期待できます♪

江戸川区児童相談所　新築工事
江戸川区中央　～2020年1月上旬完成

松江3丁目計画　共同住宅新築工事
江戸川区松江　～9月末完成

Ｆ社様　第5工場新築工事
江戸川区松江　～2020年4月末完成

Ｋ社様　共用部改修工事
江戸川区中葛西　～7月末完成

江戸川区花火大会　設営
江戸川区篠崎　7月末～8月上旬

※誠に勝手ながら令和元年6月1日より日曜・祭日を休日とさせていただきます。

敬老の日

秋分の日

大安

施工例 〈今回は江戸川区 株式会社 水飼設備様 の改修工事です〉

 7/5（金）～9/23（月・祝）　
　日本橋
三井ホール場

11：00～22：30(休日～23:30)

▼

アートアクアリウム2019～江戸・金魚の涼～　
入場料：一般 1,000円　　

大安

振替休日

大安

事務所の床はフローリングより安くクッション
フロアより耐久性のある塩ビタイルにしました。

 before

▼

和室を使い勝手の
良い洋室としました。
壁紙は思い切って
全面ブルーにしましたが
床と天井を白くする事で
まとまりのある空間
となりました。

▼
 before

 before

改修前の天井の
高さをそのまま
生かしました。
床も天井も白く
なった事で
明るく開放的な
空間になりました。

Ｍ社様　第2工場解体工事
江戸川区中央　～9月末完了

瑞江第三中学校　校舎改築工事
江戸川区東瑞江　7月中旬～2021年3月末完成

S様邸　改修工事
江戸川区江戸川　～2020年2月末完成

S社様　第三工場　新築工事
墨田区　～2020　2月末完成　　

K社様　改修工事
江戸川平井　9月末完成

鉄骨造2階建（1階車庫）
2階居住スペースの半分を
事務所に改修しました。

 after

 after

 after


