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公共工事の施工事例

瓦・スレート・ガルバリウム鋼板の違いや特徴について紹介します。

粘土の形を整えて高温で焼いたもの。
日本では古くから使われており、耐久性は高いが、
非常に重く、耐震性に劣ります。

 

施工事例の紹介

弊社に関するお知らせ

屋根材は、見た目のデザインだけでなく耐震性など災害に対する強さの
性能が求められます。屋根材から住まいの安全を考えてみませんか？

セメントや粘土などを基材にした薄い板状瓦。
施工が容易で普及率が最も高い。
軽量なため耐震性に優れています。
定期的な塗装が必要です。

亜鉛・メッキ・シリコンで構成されたメッキ鋼板。
スレートよりも軽量で耐震性に優れています。
様々なデザインがあり意匠性が高い。
金属のため防音性や断熱性に劣ります。

【ガルバリウム鋼板】

【瓦】

【スレート】

既存の屋根材(スレート)を撤去せず、その上から新しい
屋根材(ガルバリウム鋼板)を施工する工法。
既存の屋根材の処理費用を抑え、工期が短縮できる
というメリットがあります。

●重量

●耐久性

●施工費

瓦スレートｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

瓦 スレート ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

瓦スレート ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

ガルバリウム以外でもカバー工法可能！

ケイミューなら

健康優良企業とは？
企業全体で健康づくりに取組むことを宣言して、一定の成果を
上げた場合は「健康優良企業」として全国健康保険協会から
認定されます。

【弊社で行われている健康づくりの取組み例】

これからも健康づくりに取組み、
社員の健康と活気ある職場づくり、
そして生産の向上を目指します。

健康優良企業の銀の認定を受けました

・健康測定機器の設置
・健診の受診、健診の必要性の周知
・受動喫煙の防止、喫煙の害の周知
・階段の活用などの運動

花粉飛散予測

【花粉症対策】
・衣服に付いた花粉は玄関で落とす

→粘着シートや濡れ布巾で花粉を舞い上が

らせないようにして拭き取る

・ツルツルして凸凹のない素材の服を選ぶ

・空気清浄機を置く

→花粉の出入りがある玄関に置くと良い

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。
 

  ■工期：平成29年10月中旬～12月中旬

  ■構造：鉄骨造4階建て

工事概要

軽い

[特徴を比較した場合]

マンションの外壁修繕・防水工事を行いました。

または少ない
※日本気象協会とウェザーニュースで
   飛散量の予測が異なります。

屋上はシートによる防水処理
を行いました

▲

▲

・飛散開始時期：2月上旬

・花粉飛散量：例年並みまたは少ない

長い 短い

安い 高い

重い

201８年がスタートしました！
今年もかたつむり通信は、皆様へ様々な情報をお届けしていきます。

[カバー工法の屋根材]

＜アイジー工業＞
スーパーガルテクト

＜ニチハ＞
横暖ルーフαＳ

ROOGA雅 ROOGA鉄平

ケイミューの「ＲＯＯＧＡ」シリーズの素材は、
樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦ですが、カバー工法が
可能です！瓦としての重厚感がありながら軽いので
屋根材としての性能は水準以上です。

バランスのとれた食事や

十分な睡眠など

体調管理にも気を付けよう

 before

 after

 before  after

外壁はシーリング打替え、塗装を行いました

外壁にはクラック
(ひび割れ)が
ありました

▲



いんげんとにんじんの白あえ

作 り 方

 

・木綿豆腐　　 …　300g

・さやいんげん …　15本

・にんじん     …　40g

・塩　　　　 　…　適量

・しょうゆ　 　…　小さじ1

・すり白ごま　 …　大さじ3

・水　　　　　 …　大さじ1

・粉末だし　 　…　小さじ1/2

・砂糖　　 　　…　大さじ1

・しょうゆ 　　…　小さじ1/2

・塩　　　　　 …　小さじ1/4

<２人分>

１　鍋にたっぷりの湯を沸かし、豆腐を手で大まか
　　 にちぎって入れる。煮立ったら、ザルに上げて
　　 水気を切り、よく冷ます。

 

次号は  手すり  を特集します！

材  料

Ａ

２　さやいんげんはヘタを切り落とし、4cm長さに
　　 切る。鍋にたっぷりの湯を沸かして、塩少々、
　　 さやいんげんを入れ、1分ほどゆでる。ザルに
　 　上げて水気を切り、ボウルに移す。しょうゆを
　　 加えて混ぜ、よく冷やす。

３　にんじんは1～2mm幅の短冊切りにする。 2  とは
　　 別のボウルに入れ、塩小さじ1/4をふってもみ、
　　 5分ほどおく。しんなりしたらサッと水洗いして
　　 水気をしぼる。

４　小さめのボウルに水、粉末だしを入れ、よく
　　 混ぜる。

５   1  の豆腐をザルで裏ごしし、大きめのボウル
　　に入れ、白ごま、 4  、Ａを加えてよく混ぜる。
　　　2  のさやいんげん、 3  のにんじんを加えて
　　和え、器に盛る。

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♪

夢つくります　スイコウ 夢つくります　スイコウ
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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：山崎
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公共工事物件

すりごまと豆腐のコクがＧＯＯＤ！

 

新築物件
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2/16(金)～2/18（日）　住まいの耐震博覧会
　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～17：00　(最終日のみ16：00まで）　 入場無料
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2/8(木)～3/8(木)
場 湯島天神境内

湯島天神梅まつり
入場料無料

6

8：00～19：30　

11

 

本社

篠崎第三小学校　改築(建替)工事
江戸川区東篠崎　1月下旬完成

Ｔ社様　改修工事

江戸川区西葛西　3月完成 マンション　改修工事

江戸川区東葛西　4月下旬完成

都営アパート　改修工事

江東区　1月下旬完成

マンション共用施設　改修工事
市川市　4月下旬完成

Ｔ様邸　改修工事

江戸川区篠崎町　4月下旬完成

Ｍ様邸　改修工事

江戸川区一之江　1月下旬完成

Ｉ様邸　改修工事

江東区　1月下旬着工　3月下旬完成

公園外構工事
江戸川区臨海町　3月中旬完成

戸建改修工事

江戸川区一之江　2月上旬完成
Ｍ様ビル　改修工事

江戸川区西小岩　2月中旬完成

今までは床がタイル張りのユニットバスでした。
新しいユニットバスでは、親水性があり断熱構造の
「ほっカラリ床」によって、汚れが落ちやすく、
ヒヤッとしにくいです。浴槽のエプロン(浴槽側面)は
アクセントでブラック色にしました。
また壁一面をブラウン色にし、落ち着いた雰囲気に。

洗面室は収納を多くしたいとのご希望で
スライド収納の洗面台にしました。
洗面台と収納を濃いブラウン色にして
浴室の雰囲気と合わせました。

トールキャビネットには
洗濯物や体重計など収納できます

洗面台の側面の収納部には
普段使う小物を置くことができます

マンション　洗面・ユニットバス改修工事

お客様 〈今回は市川市 Ｔ様邸の改修工事です〉 

洗面台・周辺収納：
[LIXIL] ピアラ

ユニットバス：[TOTO] 
マンションリモデルＷＧシリーズ

 before

 after

 after

▲

パースによる洗面室イメージ

▲


