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公共工事の施工事例

今回は温水洗浄便座について紹介します。

施工中の現場紹介

毎日使うトイレだからこそ使いやすさ・掃除のしやすさは大事ですよね♪

TOTO　アプリコット

LIXIL　New PASSO

▲

ウォシュレット使用前後に水でノズルを
洗浄するセルフクリーニングに加え、
トイレ使用後にきれい除菌水が、内側も
外側も自動で洗浄・除菌してくれます。

■鉢内除菌
　プラズマクラスターイオンが水のかからない
　便座裏や便器内の隅々まで行き渡り、浮遊カビ菌や
　付着菌を除菌します。

「きれい除菌水」あり「きれい除菌水」なし

菌が汚れ
に変化

汚れに変化
 するのを
 抑えます

Panasonic　ビューティートワレ新Ｍシリーズ

LIXILカタログより引用

TOTOカタログより引用

LIXILカタログより引用

■エアシールド脱臭
　ニオイの上昇を気流がキャッチ
　し吸い込むことで不快なニオイ
　を残さず、トイレ空間を快適に
　保ちます。

■ノズル除菌
　使用後に銀イオン水でノズルをしっかり
　洗浄。洗い流して除菌するだけでなく、
　銀イオンのパワーで洗浄後も菌の繁殖も
　防ぎ、いつまでもキレイに保ちます。

LIXILカタログより引用

■ＵＤリモコン
　見やすく使いやすい
　ユニバーサルデザイン操作部は
　点字付きで誰でもラクラク
　使えます。

Panasonicカタログより引用

汚れが入りやすい裏面の
継ぎ目をなくし、お掃除
のしやすい設計です。

便座の裏側の出っ張りで、
便器の外へ漏れ出すのを
抑えます。 Panasonicカタログより引用

インフルエンザ対策について

■どうやって感染するの？ ■感染しないための対策

きれい除菌水とは？
水に含まれる塩化物イオンを電気
分解して作られる、除菌成分
（次亜塩素酸）を含む水の事です。

■ステンレスノズル
　汚れにくく、お手入れしやすいステンレス製
　ノズルを採用。

尿ハネなどの漏れをガード

　また、ノズル除菌
　クリーニングでは
　ステンレスノズルに
　連続して温水を流し
　ながら除菌洗浄を
　してくれます。

▲

ノズルの外側も
除菌します

ノズル内の通路内
まで除菌します

2020年がスタートしました！
今年もかたつむり通信は、皆様へ様々な情報をお届けしていきます。

  ■工期：2019年10月末～2020年8月末完成予定
  ■構造：鉄筋コンクリート造　地上3階建　搭屋1階
  ■敷地面積：392．43㎡

 

工事概要

現在、Ｋ保育園様 新築工事を行っています。

〈杭・基礎工事〉

〈躯体工事〉

〈建具・内装工事〉

〈防水工事〉

〈外装・外構工事〉

杭工事参考写真

今 後 の 工 事 予 定

・接触感染
　感染者は咳やくしゃみを手でおさえ、
　その手で周りの物に触れてウイルスがつく。

・飛沫感染
　感染者の咳やくしゃみ、つばなどの飛沫と一緒に
　ウイルスが放出。
　別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染。

①正しい手洗い
　ウイルスは石鹸に弱いため、外出先からの帰宅時や
　調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。
②普段の健康管理
　充分な睡眠とバランスの良い食事を心がけましょう。
③予防接種を受ける
　インフルエンザワクチンを打つことで、感染の可能性を
　減らすことが出来ます。
④適度な湿度を保つ
　空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下するので
　適切な湿度を保ちましょう。
⑤人ごみや繁華街への外出を控える
　インフルエンザが流行してきたら不要不急の外出を
　控えましょう。

近隣の皆様には工事中ご迷惑をお掛け致しますが
ご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。

→ → → →
塩化物
イオン

水 電気分解 きれい除菌水 時間が経つと 水に戻る

現在〈地中障害除去工事〉
を行っています。

完成イメージパース

2020年1月現在



いちごのチーズケーキ

作 り 方

 

・いちご　　　　　…　6個

・マスカルポーネチーズ…100g

・砂糖　　　　　　…　30g

・豆乳　　　　　　…1/4カップ

・レモン汁　　　　…小さじ1

・ミント　　　　　…適宜

・粉ゼラチン　 　 …3g

・水　　 　　　   …大さじ1と1/2

<４人分>

１　

 

次号は  内窓  を特集します！

材  料

Ａ

２

３　

４

いちごはへたを取り、飾り用１個を残して
ミキサーにかけ、なめらかにする。

（Ａ）は混ぜ合わせ、電子レンジ
（６００Ｗ）に１５秒加熱して溶かす。

マスカルポーネチーズに砂糖を加えて
混ぜ、豆乳、レモン汁、 １ の2/3量、
 ２ を混ぜ合わせ、器に流して冷蔵庫で
冷やし固める。

飾り用いちごを半分に切って ３ にのせ、
残りの １ をかけ、あればミントを飾る。

今回の料理現在 工事中の物件

このほかにも工事中物件はまだまだあります！

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

リフォーム物件

公共工事

作成者：高橋

 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

耐震

もうすぐバレンタイン！

 

新築物件
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6

11

いちごはヘタが反っている方が

鮮度が高く、甘くて栄養素も

豊富です！また、熟したいちごは

つぶつぶまで赤くなります♪

2/28（金）11:00～20:00
2/29（土）10:00～20:00
3/1（日）11:00～18:00　

代々木公園
イベント会場

サカナ＆ジャパンフェスティバル 2020
入場料：無料　※飲食代は別途

天皇誕生日 振替休日

29

Ｓ様邸　改修工事

江戸川区江戸川　～2020年4月末完成

世界のブックデザイン 2018‐2019～3月29日（日）
　10:00～18:00　 入場料：無料

　印刷博物館
Ｐ＆Ｐギャラリー

 
辰巳排水機場　再整備工事

江東区辰巳　～2021年3月末完成

内部改修工事

お客様 〈今回は　㈱日本光器製作所様　事務所内装工事です〉

 before

 before

本社

江戸川区児童相談所　新築工事
江戸川区中央　～2020年2月末完成

Ｆ社様　増築工事
江戸川区一之江　～2020年11月末完成

Ｓクリニック様　内装工事
江戸川区篠崎町　～2020年1月末完成

瑞江第三中学校　改築工事
江戸川区東瑞江　～2021年3月末完成

Ｓ様邸　新築工事

江戸川区一之江　～2020年5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

Ｓ社様第3工場　新築工事
墨田区東墨田　～2020年2月末完成

新左近川親水公園　改修工事

江戸川区臨海町　～2020年1月末完成

Ｓ様　新築工事
江戸川区中葛西　～2020年1月末完成

Ｋ保育園様　新築工事
江東区木場　～2020年8月末完成

Ｔ様邸　外構工事

江戸川区一之江　～2020年2月中旬完成

Ｓ寿司店様　喫煙所設置工事
江戸川区中葛西　～2020年1月末完成

Ｍ社様　外壁補修工事
江戸川区南篠崎　～2020年1月末完成

Ｍ社様　屋上防水・外壁工事
江東区毛利　～2020年2月上旬完成

Ｚ様マンション　外部改修工事
江戸川区春江町　～2020年2月末完成

テレビをかける部分の壁はタイル面よりも少し
前に出し、木目調に仕上げアクセントとしました。
コンセント等をテレビの真後ろに配置し壁内に
配線することで、線が全く露出せずスッキリと
しています。

 after

テレビ側の壁面には調湿・消臭効果のあるエコカラット
を一面に貼りました。

▼

▼

 after

壁の色合いと棚の方立の黒はトレンドカラー
を取り入れました。

▼

Ｌマンション　耐震改修工事
渋谷区南平台町　～2020年2月末完成


