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チャレンジ・ザ・ドリームに参加させて頂きました

弊社も地域で活動させていただいている一員として、

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

近隣の瑞江中学校の男子生徒２名を迎えました。

■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。

今回は空間を立体的に有効活用できる『壁面収納』についてご紹介します。

壁面収納とは、壁面を利用して造り付けた収納のことをいいます。

住設メーカーキャンペーンのお知らせ

「養生材を固定するテープを、
　真っすぐ貼るのは意外と大変だった。」

【施工例】【施工例】

格納タイプのパソコンデスク。

壁面収納はインテリアとしても
お部屋を魅力的にしてくれます。
毎日の生活に合わせた
オリジナル収納があれば、
楽しく自然に整理整頓が
できそうですね♪

システムキッチン『新クラッソ』 ゼロフィルターフード

グレードアップキャンペーンＴＯＴＯ

システムバス『サザナＨＤ』
マンションリモデルバス『ＷＦ』

シロッコファンフード
　　　　↓
ゼロフィルターフードecoへ
無償でグレードアップ！

ゼロフィルターで
お手入れラクラク。

ダウンライト照明（蛍光ランプ）
↓

LEDランプへ無償で
グレードアップ！

お見積期間  ～2014年6月23日(月)まで　　ご納入期間  ～2014年7月31日(木)まで
詳しくは弊社まで
お問合せ下さい！

TOTOでは期間中、下記商品をご購入の方を対象にお得なキャンペーンを行っています！

養生材をテープで固定する作業を体験中。

▼

養生材の搬入作業を体験中。

▼

設置場所や用途に合わせて幅・奥行き・高さを自由に選べるのが特徴です。

ユニットとパーツを組み合わせるタイプなら、設置場所や用途に合わせた壁面収納が造れます。

■キッチンカウンター下のスペースを有効活用■リビングにテレビボードとして ■デスクスペース兼用の大容量収納

スライドするカウンターで
　家電を使いやすく収納。

DVDや細かなものも
 分類して取り出しやすく。

収納したいものに合わせて選べる
パーツのバリエーションも様々！

オリジナル収納の完成！
アイディア次第で

自由にプランが広がります。

[ ユニット ] [ パーツ ] [ 完 成 ]

「工事中に大きなゴミを3階から1階まで下ろす時に、
　壁や階段を傷つけないように運ぶのが大変だった。」

「力仕事も慎重に行わなければいけないと学んだ。」

ＬＥＤ照明

シーリング照明（蛍光ランプ）
↓

LEDランプへ無償で
グレードアップ！

短期間ではありましたが、寒い中、生徒達は一生懸命頑張りました。
今後も地域の子どもたちの成長に寄与するべく、微力ではありますが弊社も協力して参ります。



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

野菜の優しい甘さ♪

〈今回は葛飾区 Ｍ様邸の新築工事です〉

春キャベツは
やわらかくて甘みがあり、

栄養もたっぷりです♪

Ｓ様邸　改修工事

江戸川区春江町　3月完成

次号の特集は　ライティングレール　です。お楽しみに！　　

新築物件

Ｔ様邸　改修工事

江戸川区一之江　3月完成

建物は命を守る場所　スイコウ

白を基調とした内装に映える　
赤い扉のキッチン。

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

Ｎ社様　工場新築工事

成田市　9月完成

Ｓ様邸　耐震改修工事

江戸川区一之江　6月完成

Ｍ様邸　改修工事

葛飾区　3月完成

Ｎ様邸　改修工事

葛飾区　3月完成

Ｔアパート　改修工事

台東区　3月完成

Ｍ様邸　改修工事

江戸川区一之江　5月完成

Ａ様邸　改修工事

江戸川区南小岩　3月完成

窓を大きく取り、明るく
広々としたリビング・ダイニング。

3Ｆの各洋室には
天井の高さを生かして
ロフトを造り付け。

木造３階建
新築工事

洗面脱衣室とトイレを
一つの空間にまとめ、
広く使える水廻りに。

Ｔ社様　改修工事

江東区　3月完成

◆工期：2013年9月～2014年3月

春キャベツのポタージュ

作 り 方

材  料

・春キャベツ　　 … 1/6個
・新玉ねぎ　　　 … 1/2個
・ベーコン　　   … 2枚
・顆粒スープの素 … 小さじ2
・白ワイン　　　 … 大さじ2
・水　　　　　 　… 100ml
・バター　　　　 … 10g
・牛乳　　　　　 … 250ml
・塩コショウ　　 … 少々
・クルトン　　　 … 適量
・ドライパセリ　 … 少々

<2人分>

１　春キャベツはざく切りにして水洗いし、
　　水気を切って耐熱ボウルに入れる。
　　新玉ねぎは4つのくし切りに、
　　ベーコンは幅1cmに切って
　　キャベツと合わせる。　

◆お客様からの工事の感想◆

「熱い夏から工事が始まり、
　冬を越え、この春ついに完成！
　工事の方々と共に
　季節を感じながらつくった
　自慢の家です。」

２　１のボウルに顆粒スープの素、
　　白ワイン、水、バターを加え、
　　ラップをかけ電子レンジで
　　7～8分加熱し、
　　そのまま2分置いて蒸らす。

３　２と半量の牛乳をミキサーに入れ、
　　なめらかになるまでかくはんし、
　　網に通しながら鍋に移す。
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エイプリルフール

30

憲法記念日
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外観

３　残りの牛乳を加えてひと煮立ちさせ、
　　塩コショウで味を調える。
　　器に注ぎ入れ、クルトンをのせて
　　ドライパセリを振る。

東京ビッグサイト場
西1・2ホール

10：00～18：00　　入場無料

10：00～17：00　　入場無料


