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公共工事の施工事例

断熱・遮熱仕様の使い分けや、

木質感のサッシ・障子タイプなど

お部屋の環境に合わせた選び方で

暮らしに合った快適な

室内環境になりそうですね。

LIXILのショールームで開催中です！
期間中、LIXILショールームにて対象商品をお見積・ご成約いただいた方に

抽選で素敵なプレゼントが当たります。

【キャンペーン景品】

【キャンペーン対象商品】

ル・クルーゼ 電子書籍リーダー etc..

詳しくは
LIXILのホームページから

ご覧いただけます！
www.lixil.co.jp

ユニットバスルーム

グランテージ/キレイユ/リノビオV

リフォーム用 内窓

インプラス 等

その他、 洗面化粧台(ラルージュ)・キッチン(リシェル)・リフォーム玄関ドア(リシェント) etc. . .

※掲載は一部景品です。

2013　9　1　年 月 日(日) 12 月末日▼開催期間

トイレ

サティス

今年も残すところあとわずか。この１年はどんな年でしたか？
冷え込みがだんだん厳しくなりますが、寒さに負けずがんばりましょう！

今回は快適な室内環境をつくる『内窓』についてご紹介します。

内窓とは、サッシの内側に取り付ける樹脂製の窓のことをいいます。
二重サッシの室内側の窓のことで、既存の窓に後付けで取り付けることもできます。

【断熱効果】 【結露軽減】

【遮熱効果】 【防音効果】

今ある窓に内窓を取り付けることで

2つの窓の間に空気層が生まれます。

これが壁の役割となり、

断熱効果や防音効果を生み出します。

いま付いている窓

内
窓

内 窓既存の窓

家の中で熱の出入りがもっとも大きいのが窓です。
窓の断熱性能がアップすれば、
住まい全体の断熱性能はグンとアップ！
冷暖房効率も上がり、省エネ効果が期待できます。

空気層による断熱効果で、外気温の影響を
受けにくくし、結露の発生を抑えます。
湿気が原因となるカビ・ダニの発生の
予防にもつながります。

遮光タイプのガラスを使えば、
強い日差しや紫外線を大幅カット。
夏の冷房時、効率良く涼しく快適に過ごすには
開口部の遮熱と断熱が重要です。

空気が出入りするすき間を少なくすることは
音の出入りを減らすことにつながります。
窓を二重にして気密性を高めることで、
防音効果を高めることができます。

LIXIL／内窓「インプラス」 施工事例

▼

和室向けに 障子デザインもあります ▼

現場見学会を行いました！
木造３階建二世帯住宅　新築工事

ご来場いただきました皆様、
ご協力いただきましたお施主様、
ありがとうございました。

■ 11月16日～17日　葛飾区南水元

「総合区民ホール 太陽の間」の改修工事を行いました。

総合区民ホール太陽の間その他改修工事
■工事場所：江戸川区船堀　■工期：平成25年6月～9月

タイルカーペットの貼替で
以前よりもモダンな雰囲気になりました。

▼

防音性能のある間仕切り扉を
軽量で扱いやすいものに交換しました。

▼

遮熱・高断熱
複層ガラス ▼

構造見学会

タワーホール船堀の
イベントホール等の
改修を行いました。

ホームページで詳しく
ご紹介していますので
ぜひご覧下さい！

 before after
 after

２階フロント廻りも
内装工事と

カウンターの交換を
行いました

イベントのご報告

なかなか見ることができない
構造部分をご覧いただきました。

一級建築士と
ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる
無料相談会を同時開催しました。

▼



今回の料理

お客様

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・安川）

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

耐震補強物件

作成者：工藤

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

公共工事物件

本社

冬のあったかレシピ♪冬のあったかレシピ♪

〈今回はのぞみ薬局平井店様のカウンター造作工事です〉

大根・白菜に
コンソメのうま味がしみて

ご飯にも合います♪

Ｆ様邸　改修工事

浦安市　12月完成

江戸川区平井　12月完成

受付・投薬時の動線に合わせて
カウンターを配置しました。
コーナー部分は商品を陳列するスペースとしました。

店舗(薬局)
カウンター
造作工事

Ｉ様邸　改修工事

江戸川区春江町　12月完成

Ｎ様・Ｋ様邸　改修工事

江東区　12月完成

次号の特集は　センサーライト　です。お楽しみに！　　

新築物件

Ｈ様邸　改修工事

江戸川区東小松川　12月完成

Ｍ様邸　新築工事

葛飾区　1月完成

Ｏ様邸　新築工事

墨田区　1月完成

Ｓ様邸　改修工事

Ｎ様邸　改修工事

江戸川区西葛西　12月完成

Ｙ様邸　改修工事

江戸川区西瑞江　12月完成

Ｉ様邸　改修工事
世田谷区　2月完成

通路部分には跳ね上げ天板を設置し、
パソコン横の作業台の延長として利用できます。

建物は命を守る場所　スイコウ

のぞみ薬局 平井店様

豚大根のクリームシチュー

作 り 方

材  料

・豚こま切れ肉　… 200g

・大根 　　　　 … 1/4本

・白菜　　　　  … 2枚

・水 　　　     … 3カップ

・コンソメ(固形)… 1個

・シチューの素　… 1/2箱

・牛乳　　　　　… 1/2カップ

・サラダ油　　　… 大さじ1

<4人分>

１　大根は太さ1cm・長さ5cmの
　　拍子木切りにし、
　　白菜は2cm幅に切る。

２　鍋に油を熱し、豚肉を炒め、
　　大根・白菜を加えて炒める。
　　しんなりしたら 水・コンソメを
　　加えて5分煮る。

３　火を止めてシチューの素を
　　割り入れて溶かし、
　　牛乳を加えてさらに5分煮る。
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1/4(土)～7（火)　「春の七草展示」 向島百花園場

大安

タチカワブラインド銀座ショールーム
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※月曜休館
建築100人展

☆切らずに使える
　こま切れ肉を使うことで
　下ごしらえの時間短縮に！

東京都江戸川区平井6-15-12

TEL：03-5631-2105
FAX：03-5631-2106

■最寄り駅
　  総武線 平井駅

■営業時間
　　平日   9:00～19:30
    土曜日 9:00～12:30

■定休日　 祝日

スイコウ年末年始休業

クリスマスイブ


