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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

 

公共工事の施工例

今回は 外壁材「サイディング」についてご紹介します。　

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！

　　　近隣の松江第五中学校の男子生徒２名を迎えました。

■生徒の感想

今回は、Ｆ社様倉庫新築工事現場での体験を行いました。
（1月１９日～2２日<2名>）　

「建物の図面はとても細かいのに、　　　　
　それを瞬時に読み取っていて驚いた。」

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。

サイディングとは、セメントやセラミック、金属等を使い工業製品化された
板状外壁材の総称のことをいいます。

種類も豊富で性能もどんどん向上しています！

外壁を変えるだけで、お家の印象を大きく変えることができますよ♪

★サイディングは大きく分けて４種類…

「建物を造るには近隣の方をはじめ、
　　　様々な方の協力が必要だと思った。」

「現場で職人さんと打合せをし臨機応変に
対応している姿が印象的だった。」

図面と照らし合わせる確認作業を体験中。

マスコット人形誕生！

弊社は昨年１１月に創立２５周年迎えました。
それを記念し、弊社のイメージキャラクターの
かたつむりが人形になりました。

 
ご所望の方は、来社時、打合せ時等に

弊社社員までお申し付け下さい。

■窯業系

■樹脂系

■金属系

■木質系

原料：セメント質、繊維質

特徴：防火性に優れている

　　　色や柄が豊富

原料：成型・エンボス加工された金属板、裏打材

特徴：断熱性に優れ、ひび割れ・凍害に強い

　　　省エネ効果がある

原料：天然木＋塗装
特徴：断熱性に優れる

　　　意匠性が高い

原料：塩化ビニル樹脂

特徴：耐久性・耐衝撃性に優れる

　　　メンテナンスがほぼ不要

　　　

【例：モエンエクセラード　ニチハ株式会社】 【例：がルバ銘壁　アイジー工業株式会社】

【例：SPF T＆G（外壁用）　松原産業株式会社】 【例：New Color Scape (ニューカラースケープ）

　　　　　　　　　　　　　　ゼオン化成株式会社】

▼ 写真左：むらさき(全長約１２㎝)と

写真右：ピンク(全長約１５㎝)の２色展開です。

▼

ラトワールプラチナ

▼

メラートＭＧグレー

▼

ガルスパンＮＥＯ　ミストアイボリー

▼

ガルバ銘壁ｉ　オリーブブラウン

▼

本実サイディング　ノッティー
　　　　　（高広木材株式会社）

▼

Wind Lock 240

ブルーグレイ

▼

・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（特殊仕様ウレタン防水）
・シャワー設備、フェンス新設　等

鎌田小学校・西小松川小学校の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。
ご協力を頂き、ありがとうございました。

◆工事概要

施工前

施工後

工期：H2７年12月1６日～H2８年3月1１日

■西小松川小学校

■鎌田小学校
施工後

工期：H2７年12月22日～H2８年3月15日

 

施工前

草木が芽吹きだし、春の訪れを感じる季節になりました。
日によって気温差があるので、体調管理に気をつけましょう！



３

菜の花のゴマ和え

作 り 方

 

 

・菜の花　　　　　…　1/2束

・ちくわ　　　 　 …　1本

〈和え衣〉

・白ゴマ　 　     …　大さじ2

・砂糖　　　　　　…　小さじ1.5

・しょう油　　　　…　小さじ1.5

<２人分>

１
 

次号は　 室内物干し　を特集します！

材  料

２

４

塩をひとつまみ入れた熱湯で

菜の花を茹でて水に取り、

粗熱が取れたら水気を絞って

長さ３ｃｍに切る。

ちくわは縦半分に切り、

さらに半月切りにする。

<和え衣>の白ゴマはフライパンで
香ばしく煎り、すり鉢で香りよくすって、
他の<和え衣>の材料と混ぜ合わせる。

全ての材料を混ぜ合わせ器に盛って完成。

今回の料理現在 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：平田

 

 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

公共工事物件

本社

今が旬♪

 

新築物件

 

建物は命を守る場所　スイコウ

菜の花はとても栄養価が高い
緑黄色野菜です♪

菜の花の美味しい茹で方

菜の花は茎の部分とつぼみの部分で

太さが違うため、時間差を付けて

均等に茹で上がるようにしましょう。

余熱で火が入りすぎないよう

水に取ることも重要なポイントです。

スライド収納にすることで収納力をＵＰしました。
ワークトップの高さも８０ｃｍ→８５ｃｍの標準的な
高さになり、使いやすくなりました。▼

キャビネットを設置し、
家電を１ヶ所に
スッキリと収めました。
１番下はゴミ箱を隠せる
収納となっています。

床はフローリングの上から
水に強いビニルタイルを貼り
清掃性を高くしました。
コの字型の食器棚を設置し、
リビングの様子が伺える
ようになっています。

▼

▼

Ｆ社様倉庫　新築工事

江戸川区一之江　6月完成

篠崎第三小学校　改築(建替)工事
江戸川区東篠崎　H29年12月完成

Ｎ駅前プロジェクト　新築工事
千葉県流山市　6月完成

Ｉ様邸　改修工事
江戸川区松島　4月完成

Ｎ社様　新築工事
愛知県春日井市　8月完成

クリニック　改修工事
江戸川区西葛西　3月完成

 after

キッチン設備交換工事

お客様 〈今回は江戸川区 Ｈ様邸の改修工事です〉 

 before
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4/7(木)～10(日)　地元めしフェス　クオーゼイｉｎ日比谷
 

FRI SAT

SAT

大安

24

28

2725 26
昭和の日

エイプリルフール

29

憲法記念日

4/22（金）～5/29（日）　東京ミッドタウンＧＷイベント

大安

5 May
皐月

4 April
卯月

  

28

みどりの日 こどもの日

母の日

スイコウ  休業日

 

 

大安

大安

29

30

日比谷公園場
10：00～20：00(最終日18時まで）　　入場無料

30

31

東京ミッドタウン場

お客様の声

◆リフォームのきっかけ◆

「設備が古くなり水漏れがある。」
「ワークトップが低くて使いにくい。」
「物が多いので、スッキリ収納させたい。」
◆リフォームの感想◆

「提案して頂いたパースのイメージ通りに
　完成しました。工事中の管理者や業者の方の対応も
　大変良かったです。」

Ｍ中学校　外構工事

江戸川区一之江　3月完成

Ｔ信用金庫様　改修工事
江戸川区西葛西　4月完成

Ｒ社様　改修工事
墨田区　6月完成

『OPEN THE PARK』

システムキッチン、収納：トクラス製品


