


東十条 1丁目PJ新築工事
音楽がご趣味であるお

客様は「入居者の方にも
周リを気にせず存分に音
楽を楽しんで欲しい」と
いう思いから、 グランド
ピアノなどの楽器演奏の
可能なマンションを計画
なさいました。

現場所長 ぉ客様にとって初めて
のマンション建築という

ことで、 毎日現場に来所下さリエ期の後半に
は、 建物1棟の現場管理が出来るのではない
かと思うほど現場の知識も身に付けられ、 当
社社員や協力会社の皆さんとも緊密な関係を
築くことが出来ました。

入居者さんが快適に過こすことを第一に考 ピ
えておられるところに大変共感し、 工事や建
物に関してとても勤勉で、 お客様の熱い想い
入れを感じられ、 最後まで遣り甲斐を持って ョ＿ロッパ調のタイルで仕上げた外観 スタイリッシュで機能的なエントランス
仕事に取リ組ませて頂きました。

お客様、 設計事務所様、 協力会社の皆様には、 ご心配をお掛けすることもありましたが、 竣工後に『またこのチ ー ム
で建物を建てたいね！』とのお言葉を頂いた時には、 この建物に携わることが出来たことを大変光栄に思いました。 こ
の様な機会を頂き本当にありがとうございました。 皆様のご協力に心よリ感謝申し上げます。

【取材担当者より】
今回の建築を『初めての冒険だった！』と生き生きとした表情で語って頂いたF様。 「機能性とデザイン性にこだわりつつ、オ ーナー・

設計・施工の3者間で歩み寄って、 良い関係を築けた楽しいモノづくりだった」と会心の笑顔でお答え下さいました。 建物内には、
入居者のための庭園や菜園があリ、F様のお気持ちが隙所に感じられ感銘を受けました。 こ多忙の中、 ご丁寧にご案内頂き誠にあリ
がとうこ‘ざいました。
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新入社員の成長
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構造：RC造／地下1階・地上7階

グランドピアノも楽しめる居室

2019 年 4 月に入社し、 日々成長しています！
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4月1日 緊張気味の入社式

時には厳しい現場指導

明戒クラテルホールディングス

西村社長より辞令授与

努カ・葛藤の日々
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池袋2丁目PJ新築工事

現場所長

お客様と設計者との入念な打ち合わせのもと、 工事は進みました。 各所のデザインや素材選び

では、 お客様ご家族がお気持ちを込めて選んで下さり、 現場の責任者としてお客様の熱心なお気

持ちにお応えできるよう細心の施工を心掛けました。

海外で制作・輸入した日本に一つしかない特注シャンデリアを採用したホテルさながらのエン

トランス。 機能と装飾にとことんこだわられたショ ールー ムの様なガレ ー ジ。 これらが仕上がっ

た時にお客様から頂いた、 「またやリたいね！」の一言は感無量の喜びでした。

また、 経験の浅い若手社員の教育の場ともなった当案件でしたが、 お客様は優しく暖かい目で

見守って下さり、 その成長を後押しして下さいました。 今、 この時の若手は新たな現場で先輩監

督として後輩の指導をしています。

この場をお借リしてお客様、協力会社の皆様、設計事務所様に感謝申し上げます。

【取材担当者より】
賑やかな池袋の大通りから少し入った静かな住宅街の中に、存在感のある外壁と豪華なエン
トランスがお出迎えしてくれました。 お客様自ら外壁の素材と色、エン トランスのサイン、

照明など丁寧にこ説明頂き、建物への深い想いを感じました。
ご趣味である車のお話は大変興味深く、建物へのこだわりと通じるものを感じました。
お忙しい中、貴重なお時間を頂きありがとうございました。

意匠・素材に拘った高級感ある外観 エントランスのコンセプトはホテル風

田園調布2丁目計画新築工事

現場所長

ショ ールームとしてデザインされたガレ ージ

特殊な納まりや工程

がある現場であり、 プ
レッシャ ーを感じると

ころもあリましたが、

設計者様とのお打合せ

を重ねることで無事に

竣工することができま
した。

少しでも防音性能を

高めるために様々な角

度から、 検討、 計算さ

れているところに感銘を受けました。

最後に行った遮音測定では目標以上の

数値が出たことで、 お客様が大変喜んで

いらっしゃる姿を見て、 私自身も大変嬉

しく、当現場に携わることができて良かっ

たと思いました。

力不足な所も多々あったと思いますが、

無事竣工できた事に、 お客様、 設計者様、
清潔感のある白を基調と した外観

協力会社の皆様には心より感謝申し上げます。

現在進行中の現場も引き続きご用命を頂いておリますので、 前現場以上に良い建物を竣工することを目標として、

日々精進してまいリます。
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構造：RC造／地上7階

構造：RC壁構造／地上4階

24時間BGMが流れる共用部
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防音性能を備えながらも開放的な室内
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H様邸リノベー ション工事

LIXIL 
• MEMBERS . 
,. CONTEST � 

� 2019年敢闘賞受賞
裕 亙 いい住まい、いい暮らしをいかに実現したかを競う、業界最大級の施工例コンテストです。

吻x感

s造／共同住宅3階部

部中野店リフォ ーム

機能性と動線を重視し、音響にもこだわった広々LDK お手製のお料理の数々、大変美味しく頂きました。

ご実家のマンション3階部分をご夫婦の新居としてリノベーションしました。 家に人を招
くのが好きなこ‘夫婦は、 キッチン中心の間取りをご希望でアイランド型を選択され、 パー

ティー の時も皆と楽しめるスタイルになりました。 こ主人は最新インテリアを熱心に研究さ ゅとりのあるアイランドキッチン
れ、 細部のデザインやディスプレイにもこだわりを持ってご検討されました。

天井吊りの棚は、 ご主人が集めたこ自慢のボトルをディスプレイし、 お洒落なレストランのような空間を演出しています。
浴室から洗面、 トイレまでの水回リも動線を配慮し、 洗面所はゆったりとメイクができるように女優鏡をつけました。

ホームパーティにもお招きいただき、 ご夫婦が暮らしを楽しんでいらっしゃる様子を拝見でき、 大変嬉しく思いました。
楽しい時間をありがとうございました。

M様邸リノベー ション工事 s造／ 一戸建て

部中野店リフォ ー ム

清潔感を重視したキッチンと背面全面収納 ホテルの様な白を其調としたリビング

”ホテルライク ’'な家を目指した3階建て2世帯住宅のフルリノベーション。
お客様はきれい好きで、 清潔感のある白にこだわりました。
特にキッチンは、 全体に白を基調とした空間に漆黒のセラミックカウンターのアイラン
ド型キッチンが映え、 海外インテリアのような雰囲気となりました。

また、 ユニットバスは扁湯と打たせ湯付き、 広々カウンターの洗面台と機能面を充実さ
せました。
収納をたっぷリ取リ、 生活感のあるものは全て収納。 ホテルのようなスタイリッシュな
空間となりました。
こだわり機能満載の住宅設備機器を計画していましたので全てがすっきり納まるように、
寸法出しには現場でお客様と協議を重ねて調整を致しました。
こ‘入居中の工事となりお客様にもご不便をお掛けしましたが、 惜しみないご協力を頂き、
工事を進めることができました。 心より感謝申し上げます。

たっぷり収納を備えた洗面所
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Aデンタルクリニック様 クリニック新装工事

ヽ

患者様のプライバシーと導線を考えた診療室

お客様との出会いは10年前。 以前の診療所の改修工事をさせて頂い
た時からです。 この度、 ビル建替えに伴う新装工事を担当致しました。
プロジェクトは約2年！
医療機器の必要設置寸法とミニマム寸法、 より使いやすい寸法を考慮し、
動線や仕様、 什器に拘り、 よリ良い診療と患者様が過ごしやすいように
というお客様の思いが詰まっています。

ビルオ ー ナー様、 設計事務所様、 不動産会社様、 各協力会社様の皆様
のご協力の元、 完成したプロジェクトでした。 この仕事を機に、 プロ
デュ ースする仕事に挑戦したいと感じました。 ご協力頂いた皆様、 こ指
名下さったお客様に心よリ感謝申し上げます。

1様邸

リフォ ー ム部横浜店

患者様が入りやすい清潔で明るい受付

エクステリア工事

訪問された方への配慮で取り入れたGフレーム

奥様には幕張の展示会場までお越しになり、 天然石やタイルの色等を吟
味ざれました。 その貼り方に至るまでこだわりぬいた仕上がリは、 目を引
くデザインとなリました。
エクステリア工事は、 お客様が日々の生活の中で進み具合をご覧になって
います。 着工してから、 お客様より「どんどん良くなりますね！」とプラ
ン図と実際の工事の進捗を確認しながら日々感激して頂けたのが大変嬉し
く、 現場に立つのが楽しみでした。
最後の仕上がりの天然石貼リは、 お客様自らが石を洗い、 色の選定をしな
がら進めていきました。 今後もエクステリアに関して、 もっと情報を収集
し専門的に学び、 より良いご提案をしていけたらと思います。 お客様、 協
力会社の皆様には大変感謝しております。 あリがとうございました。

-

c

リフォ ム部横浜店ー

診療後のお打合せあリがとうございました

天気の良い日にはゆったりと過ごせるウッドデッキ

カ ーポー トとこだわりのカー ゲー ト
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東京都中野区新井 2-1-16K•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

http://www.meisei-net.com 

MQ活動
当社では、お客様満足に加え、社員満足も【M （明成）、
Q（クォリティ）】として位置づけ、その改善活動を『MQ
活動』としています。

プロジェクト1 プロジェクト2 プロジェクト3

「建育」（たていく）プロジェクト
当社が施工している区立小学校にご協力
頂き、「建築の仕事とは」など子供達が、建
築という職業に興味が湧くよう に建築入
門講座を開催しました。

プロジェクト4 プロジェクト5 プロジェクト6
-― 
一 0匹--

. .  ..

裏＿ヽe-9 0 - ゴ・r

• a口9●,．．匹

.．9 no 

• 5,-メノ這〇

•ヽ匹・グ＾メ～

● 0べ99·瓜

• -·•ーム・禽一

. ....·<ペント

● 鼻,,,・スぷーツ鼻

● ＊ヘルスケア・ピコ— 

● o•999 1二，．フ90•

0 0 

立山黒部アルペンルー ト

II?'「
09

:: -ペ

這渾セ，•日しt、 ”立t99叫こんL3勺,,.,曇しよ． ，
0●>． n亨=9曹け、a士・・上・匹9の-つぐ,.
•O1で専り. .潰ク囀、行賓竺下し箕亨1•干雹�MT.

あの人を知る仕組みづくり
仕事からプライベー トのことまで様々な事を
共有できるコミュニティを社内SNSで構築。
「あの人」を知ることで、コミュニケーションが
円滑になる しくみを作りました。

建設業を元気にしたい！
社員の皆さんに改めて建築の楽し
さを知ってもらうために、建築に関わ
る施設「旧岩崎邸」、「安藤忠雄建築
原図展」の見学会を開催しました。
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目標達成と、社員の成長をサポート
当社では毎年社員全員が「人間力向上」の目標を作って
います。目標の進捗、達成度を見える化することで、人間
力向上の意識を高め、社員皆が楽しく目標を達成でき
るようサポートしました。

あの人の仕事を知る渭t場体験」
他部署の仕事を体験することで、「あの
人」の仕事を知って、お互いの理解を深
め、部署間の協力体制をよりよく、円滑
にするための仕組みです。

Staff紹介

リフォ ー ム部横浜店  A.T
--— 

長年地域の運動会やスポー ツ大会の運
営の貢任者と して活動しています。 地
域の方々 と交流をするこ と、 自然を感
じる こ と、菖蒲の花を見る事は、癒し
にもなリ、鋭気を養ってまた仕事に向
かって行けます。 これから も ‘'お客様
の満足 ’'を第一に心がけ、 誠実に・真
摯に取リ組んでまいり ます。

冒

冒

あの人の仕事図作成プロジェクト
仕事上で分からない事があった時、誰に
聞けばい いか、あの人って何が得意なん
だろうという疑問や不安をなくすため、社
内の仕事図を作成しました。

ギ
木大 森林循環紙を使用しています

リフォ ー ム部中野店  Y.M
＿＿

先日、愛犬のために高級ペットカ ー ト
を買ってしまっ た親ばかです。
遅ればせなが ら『整理収納』に芽生え
ま した。愛犬グッズがきれいに片付い
た時は気持ちもスッキリし ます。 やっ
とインテリアコ ー ディネー ト を楽しむ
余裕が出来てきま した。
お客様に寄り添い、 良いご提案がユ
でき る よ う 心掛けます。

6




