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ミヤコジマグループホールディングス 高士様分
（株）大八商店 社長様分
MTG70R引違窓
（株）ソーユー 八木様分

某事務所

そろばん塾 窓カバー工法改修工事

メタコインテリア網戸側面付15mm

調整器、網戸交換

某歯科入口

STフロント100FIX＋後付引分オートドア

暑い！！

暑いですねー！日本の夏！

しかし、まだまだ始まった

ばかりですよ。みなさん大丈夫ですか！？

梅雨もようやく明けて、これからが夏本番！オリンピックもようや
く始まります。今回は、どんなドラマがおこるのか楽しみです。
とはいえ、コロナは、まだまだ油断できるわけもなく、色んな困難
が続いていますが、私たちはせめて前向きに元気出して悔いのない
夏にしましょう！2021年の夏は一回しかないんですもんね。人生、

工法にて改修させていただきました。

折れた調整器を取替。

両開きのドアを自動ドアに改修

そろばん塾って50歳以上の方は、

内開き網戸が水栓に当

する工事になります。

小さい時に一回は通ったことある人

たって開かなくなってい

コロナのこともあって、

多いんじゃないかな？

たのでプリーツ網戸に交

開きドアを自動ドアに交換

コロナに負けず益々、繁盛してほしい。

換。メタコの15mm網戸

するクリニックさんや病院

本当に何があるかわからないので、その季節にしか感じれないこと
をしっかり楽しんで、みんなで人生豊かにいきましょー！

調整器が折れています

駅近くのそろばん塾の窓をカバー

元気にやれてますか？

イシダ建創（株）社長様分 関わらせていただき有難うございました。

が増えています。
てんちゃんは夏の早朝散歩を満喫しています。

今月も色んなお仕事をさせていただきました。一部ですが紹介させていただきます！有難うございました！

付可能。この写真は網戸

MTG70R引違窓

意外と壊す部分が少なくて

淀川区某邸勝手口ドア取替

個人様分

一気に工事してしまいます。

STフロント35片開丁番ドア本体

某邸ベランダ出入口改修

を出している状態。目立
たないでしょ？

やっぱり手を触れずにドア
（株）守下ガラス 西山様分

忠岡町某邸玄関引戸取替
（株）成美 中山様分

LIXILフロンテック40格子入片引戸

上の写真のように扉を開けてる状態でも網戸が視

を開けることができたら安心ですね。有難うございました。

界を遮ることがありません。「これは良い！」と
喜んでいただきました。有難うございました！

スチール焼付塗装３連FIX

某百貨店９F店舗

は狭いところでも楽々取

梅田にある某百貨店の店舗改修。

加藤建窓（株）社長様分

さすが百貨店。事故を起こさない

某事務所入口

STフロント100片引自動ドア

為の安全対策は徹底しています。

自動ドア改修

作業する人の管理、搬入される
資材の管理、工事時間の管理、

既設のサッシは10mmほど傾いて

すべてにおいて厳しく徹底されて
います。そんな中、密閉された

いたので動かしにくかったと思い
扉本体のみ交換の工事

現場内はこんな感じ。綺麗に並んだお店ブースはこんなふうに

ます。これでストレスなく動く
動きが良くなってよかった。
ようになったと思います。

忠岡町は立派なお家が多くあります。歴史があり、情緒があります。こういう

工事が進められています。オープンが楽しみ！この写真を元に

有難うございました。

木製の玄関引戸が多くて寸法もまちまち。各家で工夫を凝らせた玄関ドアが

探しに行ってみる？

取替前の木製ドア

アルミに取替

多くあります。今回は、動きが悪くなった木製引戸をアルミ引戸に替えさせて
いただきました。既製品と違って、フロントサッシで作ると好きなように格子
が組めます。採寸時にデザインを決めて交換させていただきました。

（株）三陽工業 畠平社長様分
STフロント70片開丁番ドア

自社ビル屋上、
１Fドア交換工事

ベランダに出やすくなりました。

（株）太陽トーヨー住器 西川様分

夏になると、水遊びが
できるように、自社ビル

スチール錆止両開PHかまちドア

元々、片引戸のところ

某ビルオフィス

を、自動ドアにしたいという

入口ドア取替

ご要望。障子を外し、内側に

の屋上を近所の幼稚園に

快適に使っていただければ嬉しいです。有難うございました。
山辰商店 真規子様分

今回も有難うございました。

自動ドアを貼り付けました。

開放している

いつも、ちょと空いている戸

（株）三陽工業さん。

東野田某ハンバーガー屋店舗入口改修

が気になっていた様子。

畠平社長様より、

STフロント70両開丁番ドア

これで、きっちり閉まるよう

屋上に出るスチールドアが

になりますね。背の高い息子

動きが悪くなったため、

さんがおられるので、頭打た

夏になる前に軽いアルミドア

ないようにしてくださいね。

に取替したいというご依頼。
これでこの夏は安心です。
こういう会社さんがあると
屋上
改修前

改修後

その地域は本当にいいですね。
浪速区幸町という都会の中で
園児が安心してビニールプール

京橋にあるハンバーガー屋さんの入口ドアの改修です。

で遊ぶことができます。

ブラックのドアがお店の雰囲気に合っています。
２Fにライブハウスもあり、ドアを変えただけでかなり
それらしい良い感じになりました。

加藤建窓（株）金谷様分

既設の金物を使用したいとのご要望。錠前以外は全て
既設の金物の採寸をし、ステンレス屋さんに協力いた

スチール錆止
忠岡某マンション玄関扉改修 片開丁番フラッシュドア

だいて、採寸寸法で金物を特定して加工。そして現地
にて西田工業の西田さんに全部現地合わせで取付けして
いただきました。さすが、バッチリ。有難うございます。

どうせ改修するならと、１F

個人様分

入口のドアもスチールから

メタコきゃたぴら網戸２

某邸プリーツ網戸取替

アルミドアに取替させて

メタコの網戸のリピーター様からの

いただきました。

発注になります。

こんな会社になれるように

貼り付けタイプが廃番の為、

美味しそう！すごいですね。

私も努力します。

貼り付けできるように工夫

東野田５丁目で検索すると

勉強させていただきました。

して納めさせて頂きました。

すぐヒットします。

有難うございました。

ご注文有難うございました。

しかし、それはそうとして、
この料理どう！？

これはとてもそそられます！

１F

マンションのドアで開閉しにくい部屋があるとのこと
採寸すると枠がかなり歪んでいた様子。新しい扉を
枠ごと入れました。開口が狭くならないよう気をつけ
ました。綺麗に納まってよかった。有難うございました。

業界大注目！してほしい…

スピンオフ企画
職人

〜

MGK便り

〜

【サッシ屋の、サッシ屋による、サッシ屋のための大革命】vol2

の道〜
〜グルメへ
竜馬が行く

（先月号のおさらい…）

いつも“職人西田が行く”でお送りしておりますが、

かねてから、弊社代表 三島圭四郎はこんなことを言っていた。

今回は西田さんが現場超多忙のため（北村）竜馬がお送りします。

『サッシ屋同士で、もっと連携をとって在庫を有効的に使えへんかなぁ。

北村師匠も元々サッシ職人として、全国色々飛び回っておりましたので、

お互いの工場の型材を見れたらいいのに…。そしたら在庫をたくさん抱えた

ホーチミン近郊はとうとう1日の感染者数が5000人を超える事態となり、危機的

舌は確かであります。

まま廃業する会社もなくなるし、フロントサッシを扱う若い世代の新規参入もしやすいのに

状況を迎えています。許可のない外出は罰金１万円取られます。買い物もでき

今回は趣向を変えて・・・『スイーツ』でございます。

な…。なにより早く対応出来たら、お客さんに喜んでもらえるのにな。』

ずに役所の人が一軒一軒に食べ物を売りに来る状態です。もちろん開いているお店

パティスリー プリュスプリュス （PATISSERIE Plus,+）

なんともオシャンティーな店構え

というわけで、今月のテーマ《型材管理のウラ側！THE連携》であります。

こちらのHPを拝見すると、こだわり

前回は、新切断機を導入するなどワクワクする一面を紹介したのですが、今月号はその裏側に

誰かが一歩でも外に出ると営業停止になります。考えられないけど、本当にそうなん

抜かれた店内やスイーツ数々。。。

迫ってみたい。

です。ベトナム政府は感染者が出ると病院でも工場でも全て封鎖してしまうので、

その中でも、北村師匠おススメは
“ロールケーキ”
( ,,̀･ω･́)ﾝﾝﾝ？

他にも色とりどり

華やかなケーキが並んでいるのに？？
アレ？？それでもって、結構シンプルじゃん。
と思いきや

実録！！型

型材をPC管理するには以下の工程が必要である。

材管理

北村師匠『ココの1回食べたら、

得ず、一時休業します。スタッフはみんな元気ですが、日本と環境が違うので、感染が心配です。なんとか

その後、型材を使うたびにきちんと管理が出来ているか日々チェックを要する。

早く沈静化に向かって欲しいです。

シールの作成する前に、型番をはじめ、品名・発注ｺｰﾄﾞ・色などメーカーごとに3,000種

だって、過去のカタログを探して、入力する。
ここで諦めたら、すべてが始まらない、仲間のため、お客様のため…奮い立たせながら入

名だたるケーキ屋さんのケーキは食べてきた
つもり、しかしながら、師匠がそんなおススメするなら一度は食べる
価値あり。

建物内感染が多発しています。それでもお構いなしで封鎖を続けています。そんな理由からMGKもやむを

【①型材調査】→【②PC入力・シール発行】→【③シールを貼る】→【④格納】

ただひたすらに、シバシバする目をこすりながらの作業。現在は取り扱いのない廃盤商品

ほんの少し前、ロールケーキブームがあり、

ただし、本当に一歩も外に出ないことが条件。泊まり込みということになります。

側！！

類以上の型材情報を事務所総出で入力しなければならなかった。

他の食べれなくなるから！』

変な名前の道具たち

はありません。工場は、工場から人が外に出ることがなければ生産はできます。

大阪・帝塚山

力したのが下のＰＣ写真。

夏越しの大祓

〜巽神社〜

今年もこの季節がやってまいりました。

今年前半を無事に過ごせたことへの感謝とともに、お祓いをして残りの半年も健康に過ごせるようにと願う神事で
す。今年は密を避けるために参拝者の前での御神楽やお祓いもなく、いつもとは違う風景ではありましたが、日が暮
れてコロナ終息の願いを込めた灯籠に明かりが灯るととても綺麗で素敵な空間です。茅の輪をくぐって、お願いをし
て…

そのデータをもとに、調査後の寸法をPC登録し、シールを発行する。

みなさんも健康に過ごせますように…

巽神社の様子

（記事

コアくんとアンちゃんが来てくれています。

〜ミシマガラス《ウマ》を買う〜

北川）
高津宮さんでも、神事してくださいました。
獅子舞はお正月だけのものではなく、悪疫退散・悪いもの
を全部取っ払ってくれます。そんな獅子舞の笹飾りとお札
をいただいてまいりました。

ついに、三島硝子建材㈱が馬主になった！

コロナ禍でも、神様に無病息災・悪疫退散を願ってくれて

ワケではない…

いる方達がいます。私達も、一人一人が自覚を持ち行動す

そんな余裕はない…

ることが大切です。笹飾りも、一つ一つ丁寧に飾りを付け

北島のサブちゃんでもない…

てくださっています。指が痛くなる仕事です。

2021年5月号をご覧いただいた方は、
ピーン！と来たはず。
このトラックの上にあるサッシを支える三角の部分は、通称《ウマ》という。

この写真は、型材1本1本にシリアルナンバー入りのシールを貼るところ。担当は、

本当に感謝です。そして、神社の周りでは、昨年はなかった

配送を安全に行えるよう日々、商品たちを支えているまさに縁の下の力持ち。

ソンくんとグエンくん（二人は、大学の同級生で息ぴったり）

屋台が出ておりました。みんなマスクの下は、きっと笑顔に

何度も何度も修理しながら、一緒に仕事をしてくれた《ウマ》

この単純そうに見える作業こそが、三島硝子の“肝”になっている。というのも、

違いありません。早くみんなで本気で大笑いできる日まで、

（漫画【ワンピースのゴーイングメリー号（クラバウターマン）の別れ）

このシールにはちびっこいQRコードがついている。この小粒QRには、シリアル

気を緩めずがんばりましょう！（記事

ほどではないですが少し切ない感じです）

ナンバー・型材の種類・色・長さ・収納された棚の位置などの情報が入っている。

そして、この度【世代交代】

すなわち！

三島硝子建材㈱の新しい仲間が増えました。

1本1本の型材をすべてPCに覚えさせることで、社内にあるどのパソコンからでも

職 生みらいデザイナー

をします。うちのスタッフは工場も営業も事務もよく頑張りま

色は、この夏デビューにふさわしいスカイ

完璧な情報が見られるというワケ。

神野沙樹さんが

す。大人なのに素直でいい人たちばかりで本当に私は恵まれて

ブルー。まるでコーディネートしているかの

そのため、貼り間違いや型材を格納棚の間違いがあれば、すべてが水の泡なのである。

今回、本を出版されました！

いるなぁと感じます。でも去る仲間もいます。どんなことが

ようなライムグリーンのロープ。

そんなプレッシャーを感じているかいないかは分からないが、この地道な作業を笑顔

神野さんは2016年に会社に

あってもどこに居ても、幸せな人生であってほしいと思います

素敵なのは色だけではない。サッシをどの

で進める爽やかな2人である。こんな風に在庫型材の登録をすると同時に、新規で

来てくれて、みんなと一緒に

幸せは、誰かがくれるのではなく自分の心からしか生み出せな

角度でも固定できるフックの多さ。

発注した型材にも入荷時にどんどん貼っていく。こうすることで、もれなく社内の

カレーを食べましたね。

いけど、何かに夢中になれる人生であってほしいと思います。

この車を見たら、ぜひ『ウマー』と声をかけてくださいませ。

神野さんが出版されました！

型材管理が整っていく（予定である）
次号【切断指示のススメ】乞うご期待！！

お野菜定期便（7/1・7/15）

〜

今月も、美味しいお野菜が届きましたー！！
私の好きな《枝豆》も入ってました（無限に食べられる）。
写真中央の『オクラ』ですが、家庭菜園でこのくらいの
大きさになるとスジが口に残って非常に食べづらいものなのですが、何とも

お知らせ

その様子はこちら

工場が7月末は忙しくなっています。みんな一所懸命に仕事

三島硝子建材は次のステージが見えました。みんなで夢中に
なってこれからもやっていきます。若手とベテランが手を繋い
で新しい空気に変わってきています。どんな会社になるのか楽

〜

◯ 毎週水曜日PM18:00〜19:30

メッドの英会話教室

◯ 毎週木曜日PM18:00〜19:00

日本語教室

７月26日から８月25日までに誕生日を迎えるみなさま

しみです。私はどんなことにも負けず、みんなと共にこの素晴
”「社会人になるのが怖い」と思ったら読む”

らしい仕事をもっともっと誇れるものにしていきます。

とあります。
うちの部長とか、あゆみさんは関係なさそうなフレーズ
だけど、私は学生の時に読むべき本ですね。この本が無

柔らかくって美味でございます。
夏野菜も登場して、またまた食卓が華やかになります♪
色合いが鮮やかだと、それだけで下手くそな私の料理も
美味しそうに見えるのはなぜでしょうか。。。
それでは、今月もいただきまーす！

三島あゆみ）

レシピは
こちらから

カインさん（MGK) 英子さん、チェットさん（EMAR)、詠子さん

かったので、私は今だに遠回りをしております。（笑）

野中さん、神原さん

飛鳥新社から出版されている

おめでとうございます！皆さんのところに幸せが
訪れますように。切に願っています。

「社会人になるのが怖いと思ったら読む
会社の超基本」イラストたくさん入ってます。
また読んでみてください。会社にもありますよー。

