
草木が芽吹きだし、春の訪れを感じる季節になりました。
体調管理に気を付けて、免疫力を高めましょう！

ホームページで、かたつむり通信のバックナンバーを公開中♪ →
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東京都受動喫煙防止法について

今回は 内 窓 についてご紹介します。　

内窓をつけて、暑い夏も寒い冬も快適に過ごしましょう！

飲食店Ｓ様に喫煙所を設置しました。

今回の職業体験が、今後の進路を決定する上で
何らかの役に立つことを願っています。

  ■工期：令和2年1月22日～令和2年２月8日
 

チャレンジ・ザ・ドリームに参加しています！

工事の期間中お客様にはご不便をお掛け致しました。

ご協力を頂き、ありがとうございました。

 

江戸川区では区の事業として「チャレンジ・ザ・ドリーム(職業体験学習)」を実施しています。

弊社も地域で活動させて頂いている一員として、

近隣の松江第五中学校の男子生徒２名を迎えました。

■生徒の感想
「現場の方が明るく接して下さったので、緊張せずに
　作業をすることが出来た。」
「棚を製作する際、道具のコツがなかなか掴めなくて
　大変だったが最後の最後にコツを掴む事が出来た。」

▲雨水の吸取り作業を行いました。 ▲木材を切り棚を製作しました。

LIXIL

施工前 施工後

インプラスウッド／インプラス YKK AP かんたんマドリモ 内窓Lite U

■内窓の主な効果

■木目の美しさと質感を高めたインプラスウッド

2020年4月から東京都受動喫煙防止法が
施行されます。

●第一種施設（学校、病院、児童福祉施設、行政機関等）
屋内完全禁煙。喫煙室は設置出来ない。やむを得ず敷地内の屋外に
喫煙場所を設置する場合は、一定の要件を満たす必要がある。

●第二種施設（上記第一種施設・下記喫煙目的施設以外全て）
原則屋内禁煙で基準を満たした喫煙室の中以外は、喫煙は禁止。
飲食店においては、従業員がいない小さなお店であれば、店内全て
が喫煙可である喫煙可能店にできる。

●喫煙目的施設
飲食店のうち、喫煙を主目的とする施設で、たばこの対面販売をし
主として主食を出さないお店であれば、店内全てが喫煙可である
喫煙目的施設にできる。

喫煙所内

■これにより、多数の人が利用する全ての施設（飲食店、

会社等の事務所、娯楽施設、体育施設、ホテル・旅館等）

の屋内を　　　　とする新しいルールが始まります。原則禁煙

・断熱・遮熱性能
　冬は室内の暖かさを保ち、
　夏は室外からの熱を遮断する

施工イメージ

クリエペール

・防音性能
　外からの音や室内の
　音の出入りを遮る

・結露軽減
　カビやダニの発生の原因でも
　ある結露を抑える

ゴトン

今ある窓 Lite U

ガラス
接着構造

アルミ
補強材

樹脂

40mm

■奥行き40ミリで取付可能な二重窓リフォーム

▼

YKK APカタログより引用

Lite　Uの奥行き寸法
はわずか40mm。
窓枠内にすっきり
納まるので室内への
出っ張りを抑える。

施工イメージ■樹脂で断熱
Lite　Uの樹脂は、
アルミの1000倍熱
を伝えにくい性質
があり、断熱効果
を高めます。

▼断熱性と耐久性はそのままにぬくもりと味わいのある木の手触りを再現。

■カラーバリエーションは3種類

クリエモカクリエダーク

LIXILカタログより引用

YKK APカタログより引用

待合所があった場所の半分のスペースに喫煙所を設けました。
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ポークソテー　バーベキュー味

作 り 方

 

・豚ロース肉（とんかつ用）…2枚

・オリーブオイル　　  …大さじ1

・塩　　　　　　　　　…少々

・こしょう　　　　　　…少々

・じゃがいも　　　　　…1個　

・トマトケチャップ　　…大さじ2　

・しょうゆ　　　　　　…大さじ1

・はちみつ　　　　　　…小さじ2

<２人分>

１

 

次号は 宅配ボックス を特集します！

材  料

２

４

豚肉はところどころ筋切りをする。
じゃがいもは皮つきのまま７～８mm厚さの
輪切りにする。

 Ａ のソースは合わせておく。

フライパンに中火でオリーブオイルを熱し、
じゃがいもを焼く。じゃがいもを端に寄せ、
豚肉に軽く塩、こしょうをふって入れ、
焼き色がついてカリっとするくらいまで
両面焼く。

弱火に変えて蓋をし、２～３分焼いてから
余分な脂をペーパータオルで吸い取る。
じゃがいもに軽く塩をふって取り出す。

５  ２ をまわし入れ、フライパンを
揺すりながら肉に絡める。器にじゃがいも
とともに盛りつける。
あればクレソンなどを添えるとよい。

Ａ

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！

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

リフォーム物件

公共工事

作成者：高橋
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耐震

大好きなお肉で！

 

新築物件
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クローゼットの幅も広く

したため、たくさん収納

出来ます。

Ｆ社様　増築工事
江戸川区一之江　～2021年1月末完成

Ｓ様邸　改修工事

江戸川区江戸川　～2020年4月末完成

Ｔ信用金庫西葛西店　改修工事
江戸川区西葛西　～2020年3月中旬完成

▼

壁の一面には柔らかい黄緑色のクロスを

アクセントとして貼り、落ち着いた空間

を作りました。また、ロフト収納を設け、

上部空間を有効活用しました。

▼

〈 トイレドアのポイント 〉
■折戸ドア：大建 ハピア
開閉時のデッドスペースが従来の

ドアに比べ約1/3と小さいのが特徴。

狭いスペースでもスムーズに開閉可能。
折戸ドア 片開きドア

約1/3以下

内部改修工事

施工例 〈今回は　賃貸住宅　の改修工事です〉
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みどりの日 こどもの日
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大安

大安

29
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場

30

31

場

4/4(土)、4/5（日）

大安

大安

豚肉の栄養価の中で特に優れているのが

ビタミンＢ１。ビタミンＢ１には、疲労

回復や夏バテ解消の効果があります。

振替休日

アウトドアデイジャパン東京2020
10：00～17：00　入場料：無料

　　　　　代々木公園

イベント広場・けやき並木

肉フェス ＴＯＫＹＯ 20205/1（金）
　　～5/6（水） 10：00～21：00　入場料無料（飲食代別途）

駒沢オリンピック公園

　　　　中央広場

本社

大安

Ｆ社様第5工場　新築工事
江戸川区松江　～2020年7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

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

Ｋ保育園様　新築工事
江東区木場　～2021年1月末完成

辰巳排水機場　再整備工事

江東区辰巳　～2021年3月末完成

Ｔ信用金庫西小岩支店　改修工事
江戸川区西小岩　～2020年4月中旬完成

Ｓ社様第3工場　新築工事
墨田区東墨田　～2020年3月中旬完成

Ｓ保育園様　新築工事
江戸川区中葛西　～2020年3月末完成

 before

 after

 after before  after

【居室】


