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今回は、屋上防水の種類についてご紹介します。

メーカーキャンペーンのお知らせ

詳しい内容はお問い合わせください。

屋上だけでなくベランダ、外壁、外階段など雨が直接当たる所には防水が必須です。

建物の劣化や雨漏りを防ぐことで、快適に長く住み続けたいですね。

■ウレタン塗膜防水

【特徴】
・工程が単純なので、比較的施工が容易である。
・別素材の防水材があっても、そのまま上から施工できる。
・完全に均一な厚みにはならない。

献血のお知らせ

接着剤
不要

■塩化ビニルシート防水

■アスファルト防水

屋上は雨水や紫外線の影響を受けるため、劣化しやすい場所です。
屋上の防水工事は、建物の躯体を守る役割をします。

【特徴】
・色合いが選べる　　・紫外線や熱に強い。　　
・シート状の防水材なので、複雑な形状の陸屋根には向かない。

防水材である液体のウレタンを複数回塗る工法。
塗膜防水は他にもアスファルト系やＦＲＰ系がある。

防水材であるシートを貼る工法。シート防水は他にもゴムシート系がある。

防水材を塗る＋貼るの複合工法。現場で熱したアスファルトを使う熱工法、
常温の状態で施工可能な常温工法などがある。

田島ルーフィングHPより

田島ルーフィングHPより

【特徴】
・耐久年数が長い　　 ・価格が比較的高い。
・積層構造になっているので水密性(内部に液体が流入しない性質)が高い。

施工例

２０１８.４.１(日)～６.３０(土)
期間中に対象商品をLIXILショールームでお見積り・ご成約し、

2018年8月31日までに商品の設置をいただいたお客様に

抽選で素敵商品をプレゼントします。

【特典１】
ご成約の方に抽選で商品プレゼント！
1点ご成約　　→抽選で20名様にカタログギフト
2点以上ご成約→抽選で合計２０名様に掃除機、炊飯器など

対象商品

キッチン
ﾘｼｪﾙ/ｱﾚｽﾀ

浴室
ｽﾊﾟｰｼﾞｭ/ｱﾗｲｽﾞ/ﾘﾉﾋﾞｵ

洗面化粧台
ﾙﾐｼｽ/ｴﾙｼｲ

トイレ
ｻﾃｨｽ/ﾌﾟﾚｱｽ/ﾘﾌｫﾚ

玄関ﾄﾞｱ
ｽﾊﾟｰｼﾞｭ/ｱﾗｲｽﾞ/ﾘﾉﾋﾞｵ

ｴｸｽﾃﾘｱ
暖蘭物語/ｼﾞｰﾏ/ｺｺﾏ/ﾌｨﾘｱ

【特典２】
ご成約の商品の長期保証サービスをお申込みいただくと、
特別価格でお届けします。(申込み期間2018年4/1～12/28)

例：キッチン　10年保証　通常22,000円→13,000円
　　浴室　　　10年保証　通常22,000円→15,000円

日時：６月９日(土)10:00～11:30 12:45～16:00

場所：西葛西駅　南口
弊社が会員となっている一般社団法人江戸川建設業協会は、
献血活動のボランティアを行っております。
弊社社員も献血へのご協力を呼びかける活動に参加します。

●確認事項

１つでも該当する方は、今回の献血をご遠慮ください
・体調が優れない
・３日以内に出血を伴う歯科治療(抜歯・歯石除去等)を受けた
・４週間以内に海外から帰国(入国)した
・1ヶ月以内にピアスの穴を開けた、または刺青をした
・24時間以内にインフルエンザの予防接種を受けた
・過去に輸血や臓器移植を受けた

★以下に該当する方は職員・検診医にご相談ください。
・3日以内に薬を服用・使用した
・海外滞在歴がある

輸血を必要とする患者さんのために
ご協力をお願い致します。

住宅設備メーカーＬＩＸＩＬのキャンペーンのご案内です

梅雨時の生活ポイント

◇洗濯物の部屋干しのポイント

・洗剤の容量を守る

　洗剤を多く入れると、溶けきらなかった洗剤が衣服に残って

　しまい、臭いの原因となってしまいます。

・換気扇やエアコンを利用する

　風は洗濯物の乾きを早めてくれますので、換気扇やエアコン

　や扇風機を利用するのがよいでしょう。

◇健康管理のポイント
・食事でビタミンＢ群を摂取しよう

　体力低下やだるさを感じる梅雨時には「ビタミンB群」を

　摂取することが対策となります。

　ビタミンB1を多く含む食材：玄米、豚ロース肉、紅鮭など

　ビタミンB2を多く含む食材：魚介類、牛乳乳製品、卵など

・簡単な運動でむくみ予防

　体の中に余分な水分の溜まりやすい梅雨の時期は、

　適切な運動を行うことが大切です。

□部屋の湿度がいつもより高い　　　  □前回の工事から10年以上経っている
□前回の点検から3年以上経っている　□屋上に草が繁殖している　　□屋上のシートがめくれている

雨漏りをしていなくても以下の項目に当てはまる場合、点検や工事を行いましょう。

・食事でビタミンＢ群を摂取しよう

　体力低下やだるさを感じる梅雨時には「ビタミンB群」を

　摂取することが対策となります。

　ビタミンB1を多く含む食材：玄米、豚ロース肉、紅鮭など

　ビタミンB2を多く含む食材：魚介類、牛乳乳製品、卵など

・簡単な運動でむくみ予防

　体の中に余分な水分の溜まりやすい梅雨の時期は、

　適切な運動を行うことが大切です。

・洗剤の容量を守る

　洗剤を多く入れると、溶けきらなかった洗剤が衣服に残って

　しまい、臭いの原因となってしまいます。

・換気扇やエアコンを利用する

　風は洗濯物の乾きを早めてくれますので、換気扇やエアコン

　や扇風機を利用するのがよいでしょう。

田島ルーフィングHPより

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。



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

夏バテ対策に！

 

新築物件
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カルシウム、リコピン、ビタミンＡなど

ミニトマトの選び方
・張りとつやがある
・色が濃く鮮やかである
・ヘタがきれいな緑色をしている

ミニトマトの栄養

３　器に盛り、オリーブオイルをたらす。

トマトと夏野菜の洋風味噌汁

作 り 方

 

・ミニトマト         …  8個(120ｇ)
・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ    　…  2本(40g)
・ズッキーニ　 　　  …  1/4本(50g)
・水   　       　   …　300ml
・粉末だし　　　     …　小さじ1
・みそ               …  大さじ1
・オリーブオイル     …　小さじ1

<２人分>

１　ミニトマトはヘタを取る。アスパラは3cm
　　長さの斜め切りにし、ズッキーニは5mm幅の
　　輪切りにする。

次号は　　　　　 について特集します！

材  料

２　鍋に分量の水を入れて火にかけ、
　　沸騰したら、粉末だし小さじ1/2と 1　の
　　アスパラ・ズッキーニを加えて煮る。
　　軽く火が通ったら、火を弱めてみそを
　　溶き入れ、 1 のトマト、粉末だし小さじ
　　1/2を加えて、サッと煮る。

お客様 〈今回は江戸川区 Ｔ様邸の改修工事です〉

木造３階建て戸建住宅　全面改修工事

イベント＆カレンダー
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洗面化粧台

大安

外壁は塗装やクラック(ひび割れ)補修を
行い、1階部分はアクセントにタイルを
張りました。

 before  before  after

 after

３階のバルコニーはウレタン防水による防水工事を行いました。

▼

キッチンは対面式にし、
アクセントクロスを貼りました。

▼

洗面台・周辺収納：
[LIXIL] ピアラ

ユニットバス：
[TOTO] サザナ

キッチン：
[トクラス] ベリー

▼

 

 

本社

西日暮里住宅　新築工事
荒川区　8月上旬完成

㈱Ｓ社様新社屋　全面改修工事
江戸川区一之江　7月末完成

Ｃマンション共用部　改修工事
市川市　6月末完成

Ｙ様邸　改修工事
江東区　5月末完成

Ｃマンション　大規模修繕工事
江戸川区一之江　8月末完成

Ｒマンション　大規模修繕工事
江戸川区船堀　7月上旬完成

クリニック　改修工事
港区　6月末完成

Ｕビル　解体工事
江戸川区松江　5月末完了

㈱Ｋ社様　改修工事
江戸川区平井　9月末完成

東京おもちゃショー2018
入場料無料

6/9(土) 9:00～17:00　 10(日) 9:00～16:00　 場 東京ﾋ゙ｯｸ゙ｻｲﾄ

ケロレンジャー2018
入場料：大人2200円　小中学生1200円　４歳以上700円

6/1(金) ～7/8(日) 
10:00～21:00　

場 ｻﾝｼｬｲﾝ水族館

洗面台のサイドや上部にも
キャビネットを設置し
たっぷり収納できます。

▼


