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今回は、様々な機能をもつガラスフィルムをご紹介します。

店舗リフォームの施工事例

東京東信用金庫様　ハロープラザ西葛西　改修工事を行いました。

  ■工期：平成2８年２月２２日～平成2８年４月１６日（約２ヶ月間）
  ■構造：鉄骨造２階建て
  ■住所：江戸川区西葛西３－２２－１６
 

工事概要

今回紹介した商品の他にもＵＶカットや

防虫、遮熱、防犯など様々な機能の

商品があります！

より快適な生活の手助けをします。

【外観】視線を適度に遮ることができます。

また種類によって、透け感が異なります。

ファサラ
ローザンヌ / ３Ｍ

夏も冬も省エネ効果を発揮します。

夏

ファサラ
シエロ / ３Ｍ

冬

夏は外からの熱をカット
冬は室内の
暖気を逃しません

サンゲツカタログより
四角部がフィルム施工箇所
(GF-201 / サンゲツ)

透明度が高く、
ほとんど目立ちません

　フィルムの種類によっては、網入り、熱線吸収、

　熱線反射、複層など特殊ガラスに貼り付けますと、

　ガラスの熱割れ現象を生じる場合があります。

　ご検討の際は、ぜひご相談ください。

【目隠し】【断熱】

ガラスの飛散を低減する効果があります。

【飛散防止】

割れた窓 飛散防止の窓

３Ｍホームページより

災害時にガラスが割れると
それを踏んでケガをする
危険性があります。
飛散防止フィルムなら、
ガラスが割れても破片の
飛び散りや落下が無いの
で二次災害を防げます。

目隠ししながら、おしゃれな空間にすることができます。

【柄物】

ＧＦ－１４７ / サンゲツ ＧＦ－１４9 / サンゲツ

従来の店舗とは異なり、女性やお子さまに

配慮したお洒落な空間でおくつろぎいただき

ながら、投資信託・保険等の資産運用や

年金・相続相談、事業者さまの

経営・技術相談や各種セミナーの開催により、

幅広く皆さまのニーズにお応えいたします。

お子さま連れの

お客さまにもゆっくり

ご相談いただけるよう、

キッズコーナー、

授乳室を完備して

おります。【１階店舗内】

【１階店舗内】

平成２８年４月１８日、東京東信用金庫様の
「ハロープラザ西葛西」がオープンしました。

【キッズコーナー】

【多目的トイレ】

【授乳室】

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。 

ついに夏本番！
熱中症にならないよう、こまめに水分補給を心がけましょう。



３　鍋にＡを入れて煮立て、２ のあさり・
　　しょうがを加え、アクを取りながら
　　さっと煮る。火を止め、そのまま冷やし、
　　具と煮汁に分ける。

あさりの深川だし炊きごはん

作 り 方

 

 

・米　　　　　　 …  2合
・あさり(むき身) …  250g
・しょうが　　   …  10g
・水          　 …　350ml
・しょうゆ       …　大さじ2
・砂糖　         …　大さじ2
・酒             …　大さじ1
・粉末だし 　　  …　8g
・刻みのり　　   …　適量
・針しょうが 　　…　適量

<４人分>

１　米は洗って３０分以上浸水し、ザルに
　　上げて水気をきる。

 

次号は 段差解消 について特集します！

材  料

２　あさりは流水で軽く洗い、ザルに上げて
　　水気を切る。しょうがは１cmの長さのせ
　　ん切りにする。

４　炊飯器に １ の米を入れ、３ の煮汁を２
　　合の目盛りになるまで加えて炊く。

Ａ

５　炊き上がったら、３ の具を加えて１０分
　　ほど、蒸らし、軽く混ぜて器に盛り、好み
　　で刻みのり、針しょうがをのせる。

お客様 〈今回は江戸川区 Ｋ様邸の改修工事です〉

▼ ▼

鉄骨造３階建て　１階、階段改修工事
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7/8（金）～9/25（日） 日本橋三井ホール場

山の日

 

アートアクアリウム２０１６
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壁はご主人のご希望の羽目板にし、木の温かい雰囲気に。
また、断熱・防音を考慮し、内窓を設けました。

元々物置として使用していた居室

時間　11：00～23：30

９September

31

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）

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：山崎
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公共工事物件

本社

ふっくらあさりがおいしい♪

 

新築物件
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あさりにはむくみを解消する
ミネラルや疲労回復を促すタウリン

などが含まれています♪

Ｆ社様倉庫　新築工事

江戸川区一之江　7月末完成

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社様　新築工事
愛知県春日井市　8月末完成

８

8/６(土)　江戸川花火大会 場 江戸川河川敷

August

スイコウ 夏季休暇

Ｓ様邸　改修工事

Ｏ様マンション　改修工事
Ｋ社様　改修工事

Ｉ小学校　外構工事

Ｈ保育園　新築工事

臨海小学校　防火区画改造工事

小岩第二中学校　防火区画改造工事

江東区　7月末完成

墨田区　8月中旬完成

江戸川区臨海町　9月末完成

江戸川区東小岩　10月完成

江戸川区平井　7月末完成

Ｋ様邸　改修工事
葛飾区　7月末完成荒川区　H29年1月完成

豊島区　11月完成

Ｍ様邸　改修工事
江戸川区一之江　7月下旬着工8月上旬完成

敬老の日 秋分の日

大安

羽目板：ダイケン　化粧羽目板Ｎ　ひのきＷ
内窓：LIXIL 　インプラス

紙巻器一体型の手摺と
ひじ掛けを設置しました。
また、一般的な便器より約
４ｃｍ座面の高い便器にし、
立ち座りしやすいように
しました。床のクッション
フロアは汚れにくい
コーティングがされている
タイプをご提案しました。

玄関は一面を
アクセントタ
イルにし、印
象的な空間に。
お母様が使い
やすいように
手摺と造作
ベンチを設け
ました。

▼

▼

便器：TOTO　CS20AB
紙巻器：TOTO　YHB61FLLC
ひじ掛け：TOTO 　EWC703
床材：リリカラ　CFG004

タイル：LIXIL 　エクセンシア　ECA-2

お客様の声

◆リフォームのきっかけ◆
「お母様の足が悪くなってきたので１階で

　生活できるようにしたい。」

▼

洗面台は、車いす生活になっても使えるよう、洗面ボウルの高さを
66ｃｍ～81ｃｍまで調節できるタイプのものにしました。

洗面台：TOTO　座・ドレッサー

◆リフォームの感想◆

「色々と考えてもらって満足です。

　遊びに来た友人達にもとても好評でした。」
大人1000円　小学生以下600円


