
■修繕時の課題　　　 ①内装材の経年劣化を抑える
　　　　　　　　　　 ②喫煙による汚れ・臭いを防ぐ

■会議室の用途　　　 会議・休憩（昼食／喫煙）

  
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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今回は 温もりのある空間を演出する『羽目板』についてご紹介します。

羽目板とは、両サイドに凸凹の刻みを付けた無垢板のことです。
凹凸を合わせて組んでいくことで壁や天井の仕上げ材として使われる材料です。

 

【施工例】

弊社会議室の修繕工事についてご紹介します

弊社会議室の老朽化にともない、修繕工事を行いました。

 

ＬＤＫの天井に羽目板を張り、迫力がありながらも暖かい空間に仕上がっています。[材料：ウェスタンレッドシーダー]

▲

木材によって表情もさまざま。

縦張り・横張り・斜め張りなど

変化に富んだ仕上げも可能です。

無垢材ならではの温もりで、

癒しの空間を演出するのに

最適な仕上げ材です♪

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！

< 羽目板仕上げの特徴>

■調湿作用・防腐効果がある ■断熱効果により外気の影響を受けにくい

パネリングとも呼ばれます

■音を吸収しやすい

同じウェスタンレッドシーダーですが、
こちらは板の濃淡の差が大きくなるように張り上げています。

▲

ホワイトウッドを縦張りして腰壁に。
床の無垢フローリングと相まって柔らかな印象です。

節のあるシルバーパインは、ナチュラルで
明るい雰囲気に仕上がります。

▲ ▲

木材の種類によっては、木材本来の芳香による
防虫効果が期待できるものもあります

は め い た

は め い た

▲
▲

喫煙所を兼ねているので、
改修前は壁紙や天井がヤニ汚れで
劣化している状態でした。

時間が経っても快適な環境を維持しやすいように内装材にこだわりました！

 after

▼

 

◆壁材 ハイドロセラ・ウォール

ハイドロセラ・ウォールは、
光触媒の力を利用したパネル建材です。

喫煙によるヤニの蓄積や臭いに対して対策が必要でした。

壁材には、清掃性の高いパネルを使用しました。

・汚れやヤニが染み込まず、拭き取りやすい表面
・光触媒の働きでパネル表面で有害な物質や菌を分解する

特 徴

◆天井材 備長炭配合の珪藻土

サーバーなどOA機器をまとめて
収納できるラックを造作しました。

キッチンも交換。
高さのある吊戸棚で
収納力も確保しています。

▼

▼

ホワイトボードの代わりに
電子黒板<BIG PAD>を導入。
会議やプレゼンの質の向上と
効率化が期待できます。
経営理念のパネルも一新。

▼

備長炭の消臭効果と珪藻土の吸着力を併せ持った塗り材料です。

・チップ状にした備長炭を混ぜ込んだ珪藻土
・煙や有害成分を吸着し、消臭効果が期待できる

特 徴

★光触媒とは… 光(紫外線)の力を使って、化学反応を起こす働きを持つ物質のこと。
　　　　　　　 ハイドロセラウォールには酸化チタンという光触媒が使われています。

 before

▼

パネルの汚れ具合を実験調査しました！

２か月間 汚れを蓄積させた部分を、
水拭きしてみると…

また、ホームページでも詳しく
ご紹介していく予定です！

URL：e-suikou.com  「スイコウ」で検索！

白い布が

黄色く変わるほど、

ヤニ汚れが

取れました！

▲

水拭きだけで汚れが取れ、
パネルは汚れが残らずきれいになりました。

床：タイルカーペット

壁アクセント：エコカラット

お掃除がしやすいことで汚れの蓄積を防ぎ、
臭いの発生も防ぐことができます。

[TOTO]

[四国化成工業]

壁：ハイドロセラ
　　　　ウォール

天井：珪藻土



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

とろみがポイント♪

 

〈今回は江戸川区 Ａ様邸の改修工事です〉

とろみがあって
あつあつのスープは

からだも温まりますね♪

新築物件
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Ｎ社様　工場新築工事

成田市　12月完成

Ｉ様邸　新築工事

江戸川区船堀　来年3月完成

Ｔ様邸　改修工事

江戸川区江戸川　11月完成

Ｈ様邸　改修工事

江戸川区中央　11月完成

Ⅰ様邸　改修工事

江戸川区北小岩　11月完成

Ｏ様邸　外壁改修工事

江戸川区松江　11月完成

一之江小学校給食室増築工事
江戸川区一之江　来年3月完成

Ｈマンション　耐震補強工事

葛飾区　H27年5月完成

Ｎ社様　外部改修工事

江戸川区中央　12月完成

Ｈ信用金庫様　外壁補修工事

江戸川区葛西　12月完成

RC3階建て ２階部分改修工事

きのこと豆腐のとろふわスープ

作 り 方

 

 

 

・しいたけ/エリンギ
　しめじ/えのきだけ
　　　　　　　…それぞれ50g程度
・鶏ひき肉　　…　80g
・木綿豆腐　　…　1/3丁
・万能ねぎ　　…　適量
・鶏がらスープの素　…　小さじ2
・水　　　　　…　カップ1・1/2
・塩　　　　　…　少々
・しょうゆ　　…　小さじ1/2
★片栗粉　　　…　小さじ1
★水　　　　　…　小さじ2
・生姜のすりおろし　…　適量

<２人分>

１　しいたけとエリンギは薄切り、
　　しめじとえのきだけはほぐしておく。
　　豆腐はキッチンペーパーで包み、水気を切る。

３　ひき肉をほぐしながら加え、再び煮立ったら

　　１ の豆腐を手で粗くつぶしながら加える。

 

次号は　平井西小学校屋内運動場 耐震補強工事  を特集します！

４　塩、しょうゆで味をととのえ、

　　★の水溶き片栗粉でとろみをつけて

　　生姜を加える。

材  料

２　鍋に水を入れて沸かし、１ のきのこ類と
　　鶏がらスープを加える。

５　器に盛り、万能ねぎをちらす。

ＬＤＫとは対照的に黒をアクセントに取り入れたトイレと浴室

ユニットバスには
ブローバスを搭載
[TOTO サザナ]

すっきりとした
タンクレストイレ
[TOTO ネオレスト]
床に張った
黒い石目調の　
塩ビタイルが　
高級感のある空間を　
演出します。

▼

▼
お客様の声
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1/4(日)～7（水)　「春の七草籠の展示」 向島百花園場

大安

江戸東京たてもの園 
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 December
師走 merry chris

tmas . . .☆
☆

☆

☆

January
睦月

12

天皇誕生日 クリスマス

元旦

成人の日

大安

a happy
   new year 2015 !!
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※月曜休館
ジブリの立体建造物展

スイコウ年末年始休業

クリスマスイブ

31

31

観覧料 ： 一般 400円

9：00～17：00 観覧料 ： 一般 150円

▼

白い扉が清潔感あふれるＬ型キッチン。家電収納もキッチンと
奥行きを合わせて隣に配置し、すっきりとしたキッチンスペースに。

白を基調とした内装で明るく広々としたＬＤＫ。
床材はお客様こだわりの白い大理石調の塩ビタイル。
白い空間のポイントになるように、
壁面に黒のブラケットライトを取り付けました。▼

平井西小学校屋内運動場耐震工事

江戸川区平井　11月完成

床：床暖房導入

◆リフォームのきっかけ◆
「実家を改修して、自分のライフスタイルに合った
　快適な住まいにしたい。」

「床材に対するこだわりを伝えたところ、
　色々な素材のものをご提案くださり
　気に入ったものが見つかり満足しています。
　キッチンも打合せの結果、すっきりと納まりよかったです。」

◆リフォームの感想◆

ダイニングキッチン

リビング

< <


