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職業体験型インターンシップ事業に参加しました

弊社も地域で活動させていただいている一員として、これまでに引き続き

都内の工業高校等では勤労意欲や職業観を養うことを目的に、就業体験型インターンシップを実施しています。

都立葛西工業高校 建築科２年の女子生徒１名を迎えました。

インターンシップとは、生徒が様々な職場で実際の仕事を体験し、勤労者と接する学習活動のことです。

今回のインターンシップが、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。

■生徒の感想

今回は、戸建住宅の改修工事現場での体験を行いました。

今回は暮らしの明かりを便利にする『センサーライト』についてご紹介します。

センサーライトとは、センサーで明るさや人の動きを感知して
自動的に点灯・消灯する機能を持つ照明器具のことです。

工事のお知らせ

201４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。

現場の養生作業を体験中。

▼

現場の片付け・清掃作業を体験中。

「工事途中の建物に入ったことはなかったので
　とても良い体験でした。
　打合せをしてお客様の要望を聞いて作っていくのは
　大変だなと思いました。」

・水槽をコンクリート製から
　FRP(強化プラスチック)製に改造
・プールサイド新設
・シャワー設備、フェンス新設　等

南葛西小学校プール
改造工事を行います！

近隣の皆様には工事中、
ご迷惑をお掛けいたしますが、

ご協力下さいますようお願い申し上げます。

子供達が安全にプールを使用
できるよう工事を行います！

工事概要

■人感センサー 　…人の動きを感知するとスイッチが入って点灯。
　　　　　　　　　 人の気配がなくなると消灯します。

■明るさセンサー …暗くなるとスイッチが入って点灯。
　　　　　　　　　 明るい時間帯は消灯します。

■人感センサー+明るさセンサー
　　　　　　　　 …暗くなり、人を感知すると点灯。
　　　　　　　　　 明るい時間帯は感知しません。

センサーライトの主な機能

センサーシーリングライトセンサーダウンライト

センサー
センサー

人を感知して点灯

▼

いなくなると消灯

< 玄関 >

帰宅時、荷物で手がふさがっていても
自動で点灯するから便利！

< 廊下・トイレ >

▼

周囲が暗くなると人を感知して点灯 いなくなると消灯

人がいるときだけ点灯させたい場所や
一時通過の場所など、消し忘れの心配がなく経済的！

< 屋外 >

夜間、近づくと点灯 周囲が明るくなると
点灯しません

玄関灯の点け忘れもなく、防犯対策としても！

こんな場所に…

通常の照明器具でも、
センサースイッチと組み合わせることで
センサー機能を付加することができます。

Panasonic 
かってにスイッチ

壁付け用

他にも…

▼

天井付け用
人が検知範囲に入ると

照明を自動点灯。

センサー

センサースイッチ

家庭での家族の動きや

生活に合わせた配慮をすれば

毎日の暮らしの明かりを

便利で快適なものに

できそうですね♪

▼

冬は空気が乾燥する上に、火気を使う機会が増える季節です。
毎年11月～3月にかけて火災件数が多くなっています。

・暖房器具の取り扱い
　点検・整備を行い、使用上の注意を再確認しましょう。

・火災警報器の設置
　消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
　逃げ遅れを防ぐため必ず設置しましょう。
・住宅用消火器の設置

火災を小さいうちに消すために消火器の使い方を習得しておきましょう。

・放火対策
　火災の原因の上位に放火もあがっています。
　対策として家の周囲は整理しておきましょう。

・火災原因となる事柄の見直し
　コンセントまわりからの発火やタバコの不始末、
　コンロの使用や子供の火遊びにも注意しましょう。



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♪
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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

おうちで作れる♪おうちで作れる♪

〈今回は浦安市 Ｆ様邸の改修工事です〉

お好みで
季節のフルーツに変えても

楽しい変わり大福になります♪

マンション
改修工事

Ｉ様邸　改修工事

江戸川区春江町　1月完成

Ｔ様邸　改修工事

江東区　1月完成

次号の特集は　壁面収納　です。お楽しみに！　　

新築物件

Ａ様邸　改修工事

江戸川区春江町　3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　2月完成

南葛西小学校 プール改造工事

江戸川区南葛西　3月完成

Ｔ様邸　改修工事

江戸川区一之江　3月完成

Ｉ様邸　改修工事
世田谷区　2月完成
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　 Ｌ型に配置したキッチン　 

キッチン側と
ひと続きになるように
扉の面材をそろえて
収納を造作しました

天井の高さを生かしたした開放感のあるリビング・ダイニング。
天井のペンダントライトと壁面のスポットライトで照明の調光・演出ができます。

寝室にはウォークイン　
クローゼットを設けて　

収納量を確保しています。

子供部屋の
机の上には、
斜めに出ている
梁に合わせて　
本棚を造作しました。

Ｉ様邸　改修工事

市川市　1月完成
Ｓ様邸　改修工事

葛飾区　2月完成

Ｋ様邸　改修工事

市川市　4月完成

Ｎ社様　本社ビル工事

江戸川区松江　3月完成

Ｉ様邸　改修工事

江戸川区西葛西　1月完成

驚愕するリフォームに感謝しています。
担当の方には何度も訪問して頂きました。
我々の要望に応じたご提案を頂き、
それが実現してとても満足しています。
照明、壁紙、キッチン収納の造作など、
すべてが私たちの今後の生活を彩ってくれる
ものになりました。

中古マンションの購入にあたり、
収納が多い使い勝手の良い住まいにリフォームしたい。

Ｎ社様　工場新築工事

成田市　9月完成

いちご大福

作 り 方

材  料

・いちご(中粒)　… 8個

・こしあん　　　… 160g

・白玉粉　　　  … 100g

・水 　　　     … 170ml

・砂糖　　　　　… 80g

・片栗粉　　　　… 適量

<8個分>

１　こしあんを8等分して
　　いちごを包み、冷蔵庫に入れておく。

◆リフォームの感想◆

◆リフォームのきっかけ◆

2/5（水）～7（金）　インターナショナルギフトショー2014
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　10：00～18：00　 

3/28（金）～30（日）　住まいの耐震博覧会
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 10：00～17：00　 
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２　耐熱のボウルに白玉粉を入れ、
　　水を2～3回に分けて加え
　　その都度よく混ぜ、
　　砂糖を加えてさらに混ぜる。

３　ラップをして電子レンジで
　　2分30秒加熱し、いったん取り出して
　　ゴムべらで混ぜる。

４　再度2分30秒加熱し、
　　透明感が出るまで混ぜる。

５　片栗粉を敷いたバットに
　　生地を取り出して8等分し、
　　片栗粉を付けながら手で丸く広げ、
　　あんで包んだいちごをのせて　　
　　包み込む。

☆生地が熱いうちに作業します。
　やけどに注意しましょう！

東京ビッグサイト
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