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今回は、上貼り施工できるフローリングをご紹介します。

施工現場紹介

  ■工期：平成2７年７月～平成2９年１２月完成予定
  ■構造：鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上４階
  ■施工：トヨダ・スイコウ建設共同企業体

工事概要

近隣の皆様には、工事中ご迷惑をお掛けいたしますが

引き続き、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

1.5㎜WPBリフォームフロア

床を張り変えるとお部屋の雰囲気をガラッと変えることが出来ます！

また、階段用の上貼り部材もあるので、架け替えることなくきれいな階段に甦らせることが可能です♪

吸着フローリング

■Panasonic

厚みわずか1.5㎜のフローリングを専用の
両面テープで貼るだけの簡単施工。
サッシ枠に突き付けても段差ができにくく、
ドア下の隙間にもそのまま貼る事が可能です。

既存のフローリングの上に敷いて押さえるだけの簡単施工。
接着剤や釘を使わないので、剥がしたあとも残りません。

【内 観】

プールは屋上に設け、壁には色とりどりのガラス
ブロックが埋め込まれたデザインとなっています。

【完成イメージ】
６㎜リフォームフロアＡ

 

窓

既存床

サッシ枠 1.5㎜ 施工写真施工写真

厚みを６㎜にすることで傷や汚れに強く
車いすの使用も可能です。
一般的なフローリング同様、ビス留めでの
施工となるため、剥がれてくる心配もありません。

※ＷＡＴ技術対応

特殊な熱処理を施すことで、木そのものの色を変化させて
いるため日光による色の変化がしにくくなります。
また、天然木の表現力を損なわない微着色塗装を
採用することで床材表面からの着色を極力抑え、
天然木が持つ豊かな「照り」を表現しています。

ＷＡＴ技術とは

■大建工業

ワックス不要 凹み傷に強い すり傷に強い

１枚単位の施工も可能で
部分補修にも対応

現在、既存校舎の解体及び

グラウンド工事を行っています。

夏の事故やトラブルに注意！

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。

※Panasonic独自の技術です。

明るく解放感のあるホール

幅が広く傾斜が緩やかで
上りやすい階段

▲

▲

シンプルで温かみのある教室

▲

エコへの取り組みが
子供達にも分かりやすく
なっています。
番号と共に説明の
書かれたパネルが様々な
場所に設置されています。

▲

既存のフローリングを撤去せず、そのまま上から貼れる床材です。

接着剤
不要

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。

篠崎第三小学校改築(建替)工事の校舎が完成しました。



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：平田
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公共工事物件

本社

夏バテ対策に！

 

新築物件
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アボカドは「世界一栄養価が高い」
果物と認定されています。

脂肪を多く含み非常に高カロリーなため
食べ過ぎには要注意です！

Ｔ信用金庫様　新築工事
江戸川区瑞江　10月完成

篠崎第三小学校　改築工事
江戸川区東篠崎　12月完成

Ｉ様邸　改修工事
市川市　6月中旬完成

Ｉ様邸　改修工事
江東区　6月上旬完成

Ｍ様邸　改修工事
市川市　6月中旬完成

Ｅ様邸　改修工事
市川市　7月末完成Ｔ信用金庫様　増設工事

江戸川区西葛西　5月末完成

小児科クリニック様 新装工事
江戸川区篠崎町　5月下旬完成

３　鍋にＡを入れて火にかけ、表面がフツフツと
　　するまで沸かし、マグロをサッと通して
　　臭みを取り、すばやく氷水の中で冷まして、
　　キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。

まぐろのアボカド白和え

作 り 方

 

・まぐろのぶつ切り …  80ｇ
・木綿豆腐   　　　…  1/2丁(150g)
・アボカド　 　　  …  1/2個(85g)
・水   　       　 …　2カップ
・酒　　　　　     …　大さじ1/2
・にんにくのみじん切り…小さじ1
・レモン汁         …　1/2個分
・練りわさび  　　 …　小さじ1/2
・マヨネーズ　　   …　小さじ1
・塩　　　　　　 　…　小さじ1
・粒白こしょう　　 …  少々
・パセリのみじん切り… 適量

<２人分>

１　豆腐は重しをしてよく水きりをする。

４　２ のアボカドに 1 の豆腐、３ のまぐろ
　　Ｂを加えて、サックリと合わせる。
　　塩で味を調え、白こしょうの粗びきをかけ
　　パセリを散らして完成。 

 

次号は　　　　　 について特集します！

材  料

２　ボウルにアボカドをいれて潰す。

Ａ

Ｂ

お客様 〈今回は江戸川区 Ｎ様邸の改修工事です〉

▼

タンクレストイレにすることで
空間がすっきりと広くなりました。

▼

木造２階建て戸建住宅
トイレ・収納拡張工事

▼
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10：00～18：00（休館日：月曜日)　入場料一般：1,300円

手洗い付のタンク式トイレでした。 手洗い器を独立させ使いやすくしました。

10：00～18：00　入場料：無料

▼

クローゼットだけでは収納が足りず、
タンスを置き、窓下に鞄掛けを設置していました。

 before

 before

手洗い器下のキャビネットは
小物が収納できます。

 after

▼

 after

中は可動棚やパイプを設置し
小物だけでなく洋服や鞄も
収納できるようにしました。

▼

扉は半透明のパネルタイプを使用し
中は見えにくいが、窓からの光を
室内に取り込めるようにしました。

▼

便器：ネオレスト(ＴＯＴＯ)
手洗い器：ＬＩＸＩＬ
床：塩ビタイル

扉：
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ間仕切り
　　　　（ＹＫＫａｐ）

レンジフード

・・・窓位置


