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建物は命を守る場所　スイコウ 建物は命を守る場所　スイコウ

公共工事の施工事例

今回は自由自在な明かりの演出を実現する『ライティングレール』についてご紹介します。

ライティングレールとは、複数のライトをレール上の好きな場所に取付けできる照明用のパーツです。

住設メーカーキャンペーンのお知らせ

・プール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
改造工事を行いました。

学校関係者様、近隣の皆様には
工事中、ご迷惑をお掛けいたしましたが

ご協力を頂き、ありがとうございました。

子供達が安全にプールを使用
できるようになりました！

◆工事概要

多彩な活用ができる

ライティングレール。

様々な工夫と

アイディアによって

まるでお店のような

個性的な

ライティングが

楽しめますね♪

夏の事故やトラブルに注意！

施工前

住まいと暮らしの総合住生活企業 LIXILから、キャンペーンのご紹介です。

LIXILショールームにご来場頂き、フェア対象商品をご選定・ご成約頂いたお客様に、
抽選で素敵なプレゼントを差し上げます。

ご成約特典

シャープ
プラズマクラスター
スリムイオンファン

フィリップス
ノンフライヤ—

エレクトロラックス
エルゴラピードリチウム

銀座千疋屋
フルーツコンポート

フェア対象商品
浴室
グランテージ
キレイユ・リノビオV

キッチン
リシェル
アレスタ

洗面化粧台
ミズリア
ルミシス

トイレ
サティス

タイル
エコカラット

サッシ
インプラス

玄関ドア
リシェント

ご応募・フェアについて詳しくはLIXILの
ホームページに掲載されています。ぜひご覧下さい！2014.2014.7.317.31[thu][thu] 2014.2014.8.318.31[sun][sun]フェア開催期間 応募期間～～ ～～

ペンダントライトやスポットライトを
レールと組み合わせることで

様々な場面で必要な明かりにフレキシブルに対応します。

【施工例】

レール上でライトを自由に
移動させて位置を調節。
あとからライトを増やして
取り付けることも可能です。

ダイニングテーブルを照らす明かり。
テーブルのサイズや位置に合わせて
ライトの位置を調節できます。

▼

玄関廊下の長さを生かしてレールを設置。
足元を照らしたり、壁面を照らしたり、
いろいろな表情が出せます。

壁面を照らして空間を演出。
絵や写真を飾って照らすのも素敵ですね。

▼

▼

夏本番までもう少し！
夏バテしないよう、今から体力づくりに努めましょう。

夏の暑い時期に起こりやすい事故やトラブルについて、
夏本番を前に注意と再確認を。

[自動車の車内]
 炎天下において、車内は高温になっているため
 やけど等には注意をするとともに、
 子供の車内放置にも注意の呼びかけを！

[花火]
 子供だけで遊ばせず、大人は子供達の行動をよく観察し、
 危険な行為はやめさせましょう。

[バーベキュー等に使用する着火剤]
 子供には使用させず、着火剤の注ぎ足しや
 火の中への投げ入れは絶対にやめましょう。

[家電製品]
 夏に使い始める扇風機やエアコンですが、
 久しぶりの使用で発火などの事故が発生する可能性も。
 製品事故につながらないよう、使用前に
 メンテナンス・動作確認を行いましょう。

[弊社ショールーム]

シンプルなデザインから、
遊び心のあるカラフルなものまで

種類はさまざま。

ペンダントライト

スポットライト

etc...etc...

▼

▼ ▼

施工後

◆工期：H25年12月13日～H26年3月14日



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

手軽に野菜を食べられる♪

〈今回は市川市 Ｋ様邸の改修工事です〉

お酢の成分は

体内でクエン酸に変化し、

夏バテ予防に効果あり！

クリニック新装工事

江戸川区西葛西　6月完成

新築物件

クリニック改修工事

江戸川区瑞江　6月完成

建物は命を守る場所　スイコウ

Ｓ様邸　改修工事

江戸川区平井　5月完成

「家族の生活スタイルの変化に合わせて

　リフォームをしたい。」

Ｎ社様　工場新築工事

成田市　12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

江戸川区一之江　5月完成

Ｈ社様　改修工事

江戸川区西小岩　5月完成

鉄骨３階建
アパートから

住宅へリフォーム

Ｋ様アパート 改修工事

江東区　8月完成

フローリングはカバザクラ、天井はウェスタンレッドシーダーで仕上げ、
無垢材の温もりあふれるＬＤＫに。

▼

玄関から入って正面の壁には
エコカラットでアクセントを。

階段室からの明るい光を　
キッチン側にも取り込むために　

ガラスブロックを使用。
柔らかな光が伝わります。

Ａ様邸　改修工事

江戸川区東葛西　7月完成

メディカルビル新築工事

江戸川区東篠崎　9月完成

Ｋ様邸　耐震改修工事

江戸川区一之江　6月完成

Ｔ様邸　改修工事

江戸川区西一之江　5月完成

「見違えるくらいの空間になりました。

　無垢の素材を楽しみながら

　暮らしたいと思います。」

夏野菜のころころピクルス

作 り 方

材  料

・きゅうり　　  …  2本
・ミニトマト　  …  12個
・にんじん　    …  1/2本
・塩            …  小さじ1/2
・コンソメ(固形)…  1個
・水　　　　　  …  3/4カップ
・酢　　　　　  …  3/4カップ
・砂糖　　　　  …  大さじ6

<4人分>

１　きゅうりは縦半分に切って
　　2㎝の長さに切る。　
　　ポリ袋に入れて塩をまぶし、
　　少しおいてしんなりしたら水気を絞る。

◆お客様からの工事の感想◆

◆リフォームのきっかけ◆
２　ミニトマトはヘタを取り、
　　皮に十文字の切りこみを入れる。
　　にんじんは1.5㎝幅の
　　いちょう切りにする。

３　耐熱容器にコンソメ・水を入れ
　　ラップをかけて電子レンジで
　　1分30秒加熱して、粗熱を取る。
　　酢・砂糖を加え、
　　よく混ぜてピクルス液を作る。

４　保存容器にきゅうり・ミニトマト
　　にんじんを入れ、
　　３のピクルス液を注ぎ、
　　味が染みるまで漬ける。

イベント＆カレンダー

次号の特集は　飾り棚「ニッチ」 です。お楽しみに！　　
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原寸大
日本の建築ディテール

▼

 after

 before

キッチンはトクラス[ベリー]のアイランドキッチン。
床にはタイルを敷き、
デザイン性と清掃性どちらにも考慮。
カップボードの背面壁には
キッチンのカラーに合わせた
草花柄の壁紙を貼り、
華やかな印象に。

▼

お客様の声

▼

▼

★冷蔵庫で１週間ほど保存できます。

大安


