
亀のように
創業者 西村亀吉の「妥協なき物づくり」の精神を受け継ぎ、
建築という「1本の道」を亀のように一歩一歩進んで参ります。
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　建築の専門学校に２年間通い、４月に入社し
ました。６月から現場でひたすら知識を得て、
吸収し、蓄え、経験を積んでいるところです。
我ながら少しずつ成長できているなと感じ、日々
を過ごしています。
　学生時代は余る程あった暇な時間も今は少な
くなり、休日がとても貴重な時間に変わりまし
た。２日間あれば、旅行へも行きます！！！
　女性が少ない環境の中で仕事をしていく事は、

大変だと思う時もありますが、色々な方とコミュニケーションをとり、
どんな場面でも対応できるようになりたいと思います。

Staff 紹介

News 

　4月に入社し6月から、現場配属になりました。
現在は施工管理として現場で日々がんばってお
ります。
現場では、辛いことも多いですが、職人さんや
先輩方に支えて頂いています。
　仕事から離れると、数年思い続けている” 猫
を飼いたい” という気持ちが溢れてしまい、ス
マホを見る度に猫トイレについて調べ、猫の前
に猫トイレを買おうと思う今日この頃です。

　まだまだ実力不足ですが、頼もしい先輩方の背中を追いかけ、
お客様に喜んでいただけるように一生懸命がんばります。

　4月に入社しました、北海道生まれ北海道育
ちの舘野奈々子です。
6月から現場に出るようになり、できるように
なったことは、躯体図を書く力が少しついたこ
とです。まだ図面を読む力は完璧ではありませ
んが、躯体図を書かせて頂いたのがとても良い
経験になりました。
　また、現場に出る前は職人さんと上手くやっ
ていけるのか心配でしたが、今では仕事を教え

てもらうこともあり、楽しく現場に出ています。数年後には、1人で
現場を持てるよう日々勉強し、頑張っていきたいと思います。

　管理本部で経理を担当しています。お金を扱
うため金額の間違いがないように、日々緊張感
を持って業務にあたっています。
　プライベートでは最近、筋力トレーニングに
熱中しており、細マッチョを目指し日々トレー
ニングをしています。プロテインを１日 3回飲
んで、筋トレ前から体重が 5kg アップしました。
　筋トレをすることで食事にを気を遣うように
なり、以前より健康的になりました。健康的な

生活をすることは、仕事にも良い効果がでており、これからも継続し
ていきたいと思っています。

村上  翔子　建築部

深見  絵里奈　建築部

舘野  奈々子　建築部

福本  慶太　管理本部

くつろぎ空間「屋根裏図書室」
コンセプトは～ハンモックに揺られてゆっくり本を読む～

新規シェアハウスオープン

シェアハウス「本mock」
都立家政に誕生しました！

RC 造４階建ての 3階・4階部 112.82 ㎡の広い空間を有効
活用するプランは何か。
社内にて、企画・設計・施工・運営・管理をワンストップ
で行う為のチームを結成。一丸となって取組みました。

インパクトのあるクロスと
移動式のカウンターテーブル

くつろぎ空間への入口
収納式から、固定式のハシゴへ変更

プロジェクトチームの打上会を
本mock リビングにて行いました

リフォーム部　奥野による
華麗な黒板アート

協力会社の皆様のおかげで、工期通り、計画通りに仕上げることができました。心よりお礼申し上げます。

★当社では、空き家・空き室の有効活用のご提案や設計・施工に力
を入れております。ご興味のある方は、ぜひ 03-3389-2571 までご
連絡下さい。
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COMPLETE !!新築完成 施工NEW
BUILDING

平成 28 年 11 月竣工　RC造 5階建て

瀟洒な建物は新青梅街道沿いに連なる他の集合住宅や
大型店舗とは一線を画す佇まい

当現場の交通安全に対する取組を評価され、
田無警察署より「交通功労賞」を頂きました

エントランスのボーダータイルは、色と素材
にこだわり、高級感のある印象に仕上がりました

建築部
山田　俊彦

建築部
安藤　洋明

　RC造の醍醐味であるコン
クリート打ち放しとモザイク
タイルが絶妙に調和した外観
は、打ち放しと 3種類のタイ
ルで構成しています。
　タイルのテクスチャーにも
こだわって選ばれた、お洒落
な建物に住んでる方がうらや
ましいと思います。
　施工中においては「お客様

が協力会社」という、ほどよい緊張感を保ちつつ
仕事をさせて頂きました。
　お引渡しまでがタイトなスケジュールの中で、
関係者が一丸となり完成した自慢の建物です。
これもひとえに協力会社の皆様のお蔭と感謝申
し上げます。

有限会社石森鉄筋工業
石森社長様

　自社ビルとして、石森社長自
ら配筋検査をされたお話しや、
外壁材の選定、協力会社さんの
出入りに配慮されたエントラン
ス等、大変興味深くお話しを伺
わせて頂きました。
　お忙しい中、気さくに且つご
丁寧に対応頂きありがとうござ
いました。
　　　　　　　　　　管理本部　土方征子

　お客様とは協力会社の
関係で、30 年近くのお
付き合いをさせて頂いて
おります。
　今回、ご縁を頂き弊社
に発注下さり、私が施工
管理に携われたことは長
い現場生活の中でも本当
に嬉しく光栄なことだと
思いました。

　設計監理に当たられた LongLifeTools の
大西さんと共に、 機能的で美しい建物を目指
し、細部にまでこだわりをもって完成に至る
ことが出来ました。
　厳しい要求にも高い技術で応えて下さった
協力会社の皆様には心から感謝申し上げます。
　今後はこの建物が長く愛され使い続けられ
るよう、しっかりとアフターフォローをして
いきたいと思います。

東久留米計画新築工事

取材班より
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新店長ご紹介

COMPLETE !!店舗新装工事完成 設計 施工RENOVATI
ON

中野店
細澤　彩子（設計）

センター北店
今泉　律子（施工）

　伝統ある老舗建築会社の看板の一端を担うのは大変なことだと思いますが、
精一杯楽しみながら成長し、高い品質と新しい価値を提供するリフォーム会社とし
て、地域の皆様がだれしも知っているショップにして参ります。　
　お客様にとって憧れの「住まい」の完成はゴールではなく、そこから新しく始ま
るワクワク希望に満ちた「暮らし」のスタートと考え、今までリノベーション業界に
携わってきた経験を活かし、住まいのトレンドを取り入れた本物の「価値」を創造
するお店を目指します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上

　今回、銀座にお店を出店されるにあたり、いままでにないスタジオを作りたい。接客方法も、
銀座にふさわしいものにしたいと、運営方法にもこだわって計画していきました。
　三越銀座店と別棟の、オフィスビルの中という制約がある中で、大変な面もありましたが、
写真を撮りに銀座までいらっしゃるお客様にふさわしい、おもてなし感を重視しました。
　スタジオでは床や壁の建材にこだわり、ドアの配置・取っ手にいたるまで細部にも気を遣っ
ています。
　光潮社の皆様の求めるクオリティに応えられるか不安もありましたが、施工担当の今泉さん
や協力会社の皆様と共に、緻密な打合せを重ね、完工することができました。
次はどんなスタジオになるかとワクワクします。　　　　　　　　

中野店スタッフ
店長　村上大地（中央）

銀座三越  伊勢丹写真室

窓採光を生かした明るいスタジオ

意匠にこだわった受付カウンター

印象的なアンティークドア

シックなメイクルームで華やかに変身

「こんな写真を撮った時に、こんな風に見せたい」
とカメラを通した見え方にこだわる意匠・デザイン
が新鮮で、今回の仕事を通して大変勉強させて頂
きました。
　店舗の改装では、夜間工事がメインとなり工期も
短いため、綿密な打ち合わせが必要となります。
　今回は打合せ期間、回数を十分にとり、商業施
設側や関係各所と当社の連携も大変スムーズで、
皆様のお蔭で順調に工事を進める事が出来ました。
　完工・お引渡しが済み、無事オープンすると、
大変だった事を忘れ、また店舗の仕事がしたいと思うのは、店舗の
仕事が好きなんだとつくづく感じます。
今回ご協力頂きました協力会社の皆様に、心から感謝しております。

素敵な記念写真は「銀座三越  伊勢丹写真室」まで　http://ginza.mitsukoshi.isetan-photo.co.jp/



東京都中野区新井 2-1-16 K・M・T ビル　〒165-0026
本　　社：TEL．03-3389-2571( 代） FAX．03-3389-2676
LIXILリフォームショップ 中野店：TEL．03-5343-3822
LIXILリフォームショップセンター北店：TEL．045-910-1628
ASJ 中野スタジオ：TEL．03-3389-7362http://www.meisei-net.com

明成 レンタルスタジオ・シェアハウス　http://www.meisei-ie.com/
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新宿労働基準監督署
安全衛生課長　飯塚様よりご挨拶

三遊亭多歌介 様の落語による
安全講話

安全表彰　
功労賞　オセオ防水工業株式会社様　努力賞　株式会社ザ・ベース様

端唄俗曲　はるか会社中　様
第二部  懇親会にて

　お陰様で設立から今期で
設立 70 周年を迎えます。
　社員一同更なる飛躍を遂
げる為、社長の西村より、
受注・完工計画、採用計画、
育成・資格取得計画、スケ
ジュール等、第 77 期の経
営発表会を開催しました。
　西武信用金庫　本店長の
内藤亘様にもご挨拶を賜り、
次期への意識向上となりま
した。

深化して進化する

社長による第 77 期目標発表

　安全衛生大会では、多くの協力会社の皆様にご出席頂
き、会場は超満員となりました。
　新宿労働基準監督署飯塚様、協力会社を代表して
有限会社久慈興業　専務取締役高野倉様よりご挨拶頂き、
三遊亭多歌介様の安全講話では、建設業の安全について、
落語を介して楽しく学ぶことができました。
今回の安全衛生大会を機に、協力会社の皆様と共に決意
も新たに職場安全への取組みを行って参ります。

運命の赤い糸を引いてチーム分け

Topics1

　今回の暑気払いは、米持建設（株）の皆様との親睦を
兼ねて、中野サンプラザにてボウリング大会・親睦会を
開催しました。
　明成・米持でコラボチームを結成し、ボウリング世代
から若手まで、大変盛り上がり優勝チームには賞品が授
与されました。
　親睦会は立食ビュッフェスタイルで、両社の距離感も
なく親睦が深まり、歌あり、笑いありと楽しい有意義な
時間を過ごすことができました。
このような機会を頂き感謝申し上げます。

ボウリング大会の優勝チーム

平成 29年 10 月 4日　中野サンプラザに於いて「安全衛生大会」を開催致しました。

Topics2 Topics3第 77期　経営計画発表会 MQプロジェクト新チーム結成

Topics4 ボウリング大会開催

自己紹介やのど自慢など楽しいひと時

ワクワクする職場改革働く喜び、仲間の大切さ、
志や思いが私たちが思う
ワクワクする職場です。
当社では、年間の社内改
善活動＝MQ（メイセイク
オリティ）として、
社員間の良い関係を維持、
発展させ、良い感情の
連鎖が職場を変える、ワ
クワクする職場をつくる
プロジェクトに取り組ん
でいます。


