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（株）NOW 社長様分

STフロント70両開丁番ドア

カバー工法

すき家城陽

勝手口ドア改修

橿原サッシセンター（株）大塚様分

LIXILDT33 片開丁番フラッシュドア本体入れ替え

某邸室内間仕切り工事 STフロント70引分2枚引き込み戸

日中は過ごしやすい気温になってきましたね。冬が近づいてきました。
先週一気に気温が下がったと思ったら、もう朝晩が寒いくらいです。
栗、柿、梨、ぶどう、さんま、松茸等、秋の味覚は堪能していますか？
旬のものでも食べて短い秋をたくさん楽しんでいきましょう！

取替前（引戸）

室内の間仕切りサッシをフロントサッシで作りました。

取替後（丁番ドア）
既設ドア

ガラスではなく、ポリカーボネードを入れています。

プロ野球も最後までもつれにもつれて、パリーグはオリックスVSロッテ、
セリーグは阪神VSヤクルト。最後まで分からない戦いが続いています。

丁番フラッシュドアの

先に床にSUSのフラッターレールを埋め込ませてもらい、

今週くらいに決まるのでしょうかね？楽しみですね。

扉のみの取替、FB工法

クリーニングが入る前に上枠と扉を吊り込みさせていただき

コロナも少し落ち着き、帰りの電車でも赤ら顔のおっちゃんを見かけるよ

です。FB工法は大きな

ました。間違いなく家のメインになる場所のサッシ。

うになってきました。でも油断は禁物。しっかり手洗いとマスクをして

工事をしなくても簡単

開口の大きさ丁度に合わせて製作させていただきました。

予防は怠らずにしていきましょう。

にドアを取り替えるこ

ぴったり納まったと思います。有難うございました。

とができます。ただ

さて、今月も色んなことがありました。振り返っていきます。今月号もお付き合い宜しくお願いします！
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！
山辰商店

山本様分

八尾市某事務所間仕切り

引戸を丁番ドアにカバー工法にて取り替えさせていただき
ました。外側にシャッターがあるので、ドアのレバーハン

STフロント70片開丁番フラッシュドアランマ袖FIX

ドルが干渉しないよう取付け位置を考えて決めました。

新しく付けるサッシの左の竪枠は、既設サッシと

今回も有難うございました。

サッシの間にある柱（方立）に付けなければなりま
せん。左の既設サッシの方立に直角に新しいサッシ

山辰商店

し、既設ドアが５㎜

（株）NOW 小林様分

を付けた時、新しいサッシの右竪枠が右のコーナー
になった壁のどの位置に立つのかを正確に採寸する

某水道施設ドア取替工事
スチール両開丁番フラッシュドア

以上歪んでいると、
後々に故障を起こすこ
とになるので、事前の 採寸が重要です。

（株）築拓

劉様分

北堀江某オフィス間仕切り

STフロント直付ハンガードア

山本様分

某百貨店店舗
ステンレス

平面R付FIX

丁番ドア

必要があります。そうやって採寸してから取り付け
たのが右の写真になります。採寸する前から、写真

大きいドアでしょ？高さが３m近くあります。そのままドアを

にイメージ図を描いていてくれたので、採寸もイ

外すと危ないので、ドアが倒れないようにクレーンにロープをかけ

メージしやすくできたと思います。左の写真、分か

て引っ張り上げます。かなり重たいです。手でも挟まれるとそれは

り易いでしょ？本当に有難うございました。

大変なことになります。みんな慎重に作業します。材料がアルミだ
と軽いのでやり易いのですが、スチールは重いので大変です。

（株）成美

中山様分

コーナン西野山店ペットショップ

STフロント70片引セミオートドア、FIX、丁番ドア

枠を残したまま扉だけ変える工事が増えています。
費用も抑えられるし、十分綺麗になりますが、シビア
な採寸が必要になります。私たちは必ずレーザーレベ
ルで１ミリの違いも採寸します。バチっと納まると気
持ちいいものです。今回もたくさんの会社が手伝って
くれました。有難うございました。
（株）成美

清水様分

やよい軒某店舗メンテ

左の写真にある天井を見てください。
この天井にサッシを付ける下地を考えます。

既設天井、床の開口にぴったり合うように

製作しました。こういう開口に付ける時、あまり丁度の寸法でサッシを作
ると現場でサッシを起こす時に天井にサッシを当ててしまい天井を傷つけ
ることがあります。今回は天井とサッシとの隙間を隠すためにFBを使い
ました。ブラックなのでFBが目立つことなく隙間を隠してくれました。
（株）太陽トーヨー住器阪神

豊島様分

尼崎市

LIXILフロンテックDT33両開丁番ドア本体入れ替え

某NightCafe

取りついたらこんな綺麗になりました。
（株）NOW 社長様分

YSP某店舗

STフロント70軽量ハンガー
2枚引込フラッシュドア

先月号にあった現場に設置したもうひとつの

既設ドアチェックのブラケットが外れ

サッシです。これもシルバーがいい感じです。

ています。高さも基準と違って下に付
いていました。これが外れた原因。

コーナンさんの中にあるペットショップのサッシを作らせていただきました。結構みんな行ったことあるでしょ？子犬が入って
いる部屋のサッシとか、トリミングルームの入口等、製作させていただきました。右上の写真とかは、犬の毛が店舗内で舞わな
いように網戸を付けている様子です。あまりこういうところは気が付かないですよね。換気ができるように上の部分は空いてい
るんです。犬の部屋の間にあるアクリルパネルも簡単に外せるようにして洗えるようにしています。色々と細かい工夫がありま
す。これから、この場所で、犬を飼うという家族にとって大きな出会いの機会がたくさんあるんでしょうね。
引き取る側も、引き取られる側も、人生が２倍３倍と豊かになればいいですね。たくさんの子犬たちが幸せになりますように。

裏板を付け直してドアチェック設置

オリジナル把手

出来上がりました！

工場長いざ出陣！

川村・辻本ペア（以下

『パンはパンでも食べられないパンは？？』

弊社では、工場職人も現場に行く。

先月号でご紹介させていただきました

左の記事でも紹介させていただいたBERFLANの把手の取付。

『オリジナル

いつもだと把手の取付なんて、工場長にとっては朝飯前の仕事。

ver.フランスパン』がいよいよ

川辻ペア）

この日は、立花工場長が出陣。

VS

FUJI XEROX(複合機)

さる土曜日のこと。
複合機マスターの北川さんがお休み時に、
戦いは始まった。

完成いたしましたー！！

しかし、この世に1点のオーダー品となれば

パン屋さん“BERFLAN（ベルフラン）“の絵所社長の娘さんのご希望。

話は別である。

普通の把手ではなく『フランスパン把手』を作らせていただきました。

工場内で確認を重ね、いざ現場へ。どんな

まさに職人の手作業です。

時も真剣な工場長でした。

ひとつひとつ手作りなので、同じ形ではありませんが、その温かみのある風合

ちなみに、来年以降【メンテナンス事業】

このお題を見ると、なんだ ただの縮小じゃん。と思うかもしれないが、縮小のみ行うと、

いは、一見の価値アリです！スタッフの方々も、みなさん喜んでいただきまし

を始める予定です（詳細は来年）

ヨコ向き原稿はA4用紙にタテ方向に印刷される。しかも印刷部分は1/3写らない。

たよ！
BERFLAN長吉店は

10/19㈫OPEN

【職人

益々のご発展お祈りしております。

お題『見開きB4サイズのカタログを
A4サイズに印刷せよ。
ただし①裏紙を使用すること②向きを同じにすること③部数3部』

だからといって、B4原稿をタテ向きに置くと、複合機自体からはみ出てしまう。。。

西田(ニシダ)が行く】vol.4

（以下、プロレス実況のようにお読みください）

デザイン・パンの大きさに至るまで、何度も相談しながら製作いたしました。

三島硝子だけでなく、お客様様から絶対の信頼を得るTHEサッシ職人“西田”師匠。

これから、どんどんオリジナル把手作っていきますので乞うご期待！興味のあ

以前からみしま新聞に施工技術やアイデア豊かな職人道具を披露してくれている。

る方は、担当者に御連絡ください。想像より断然安いです！

そんなTHE職人は“食”への飽くなき追求心もすごい！関西津々浦々、

（デザインにもよりますが、某メーカー南部鉄製の把手の半額くらいです。

西田師匠の現場のあるところにうまいものアリ。

（施工代別）納期10日程度）

そこで、今回からのこの企画『職人西田が行く』は、そこへ行くなら“ここ行かな

しばらく、両者 にらみ合いが続く。
最初に動いたのは川辻ペア。ひと通り複合機のボタンをポチポチ押し始める。
おーっと！複合機も負けてはいない。
得意先からのFAXを出力。なぜこのタイミングで⁈
この間、川辻ペアの動きは、一切封じられた。
川辻ペアの焦りを気にも留めず、いつも以上にゆっーくりと

あかんで〜”を取り上げる某美食ガイドブック“ミシュ●ン”ならぬ“ニシュランガイド”

こんな風に飾ってもステキ☆
通話不可能です。あしからず。
オープン当日の様子が右の写真。
凄いでしょ！！？どこまで並ぶの〜！
っていうくらいの大行列！！

※パワハラ全開でやらせた
ポーズではありません。

川辻ペアが攻撃するも、複合機はあざ笑うかのように、とてつもなく小さい文字を出力。

阪神西宮駅ちかくにある

これでは、社長の老眼鏡でも対応不可能だ。これでは社長の眼はノックダウン間違いなしだ。

【らーめん工房

この一戦、どうなるのかっっ！

いちにいさん】

店内は広くはないが、知る人ぞ知る名店。

マイスター北川さんが来る月曜日まで、延長戦に持ち込まれるのか…

行列のできるラーメン屋さん。

しばらくたち、空気が穏やかになった瞬間“ピーッ”と複合機の断末魔の叫びが、鳴り響いた。

写真は店名と同じ【いちにいさんラーメン】

そして、辻本っちゃんから『印刷できました！！』の声。

スープは、豚骨醤油系濃厚だけどあっさり。

見事、川村・辻本ペアがこの一戦を勝利しました。

中細ストレート麺に味の濃いチャーシュー。

「パンやー！、パンが付いてる！」

ご飯も進みそう。嬉しいのはランチ時に、

前にいた子供が把手を指差して、お母さん

おにぎりサービスがあること！！

に必死で伝えようとしている光景を発見。

それも大きなおにぎりが２個もついて無料！

思わず、顔がニヤけてしまった。

他にも、数量限定で牛骨塩スープもあるらしい。

よっしゃぁぁぁ〜！！！

こちらもファンが多そうです…

どこにでも負けられない戦いはあるものです。

ひと足早く来年の準備です。
ご存知の方も多いと思いますが、弊社では年の初めのご挨拶
（年賀状）には、型材で作った『（漢字の）干支』
を載せております。今年で7年目☆申年から始まりました。
オーダーサッシを作っている→型材を思うままに製作できる

野球で例えるなら・・・

お野菜定期便（９/２・９/1６）

「谷佳知」

今年もこの季節になりました

弊社だからこそできる作品だと自負しております。

そう、オリックス、巨人で活躍し

来年の干支は【寅】

た東大阪の星、谷佳知です。

また変わり種のお野菜が…

これは、まさに！複合機の防御という名の心理的攻撃。

ひさびさのニシュランガイドは…

この行列はこの日の閉店まで続きました。

今月も届きました！

一枚ずつ一枚ずつ出してくるではないか！

なのである。これさえ読めば、明日からあなたも食通の仲間入り！好評連載中！！

仕上げる前の段階のパンの把手

来年も、レジェンド廣井さんに“型材の可能性”見せてもらいましょう！

安定した味と、いざという時に頼り甲斐がある感じはまさに谷佳知。

【イエローブロッコリー】
名前の通り、黄色っぽいブロッコリー。
見た目は小さいながら、しっかりとした
お味です。

大盛りを注文しなくても、おにぎりが２個ついてくる満足感は、まるで

コロナが猛威を振るってからもう2年。これからコロナ後に私たちは

４番を打たなくても、代役であっても地力があって活躍できる谷佳知のよう。

何を学び、次に何を想い、どう動き、変わるのか。人類にとって試練の

【らーめん工房

いちにいさん】

月〜日、祝日、祝前日: 11:00〜翌0:30

わっていきます。まず私ができることは、つながりを持って協力して

（営業時間は要確認）

〜
コロナワクチン希望者

20年が始まります。一気に物事は変わりません。徐々に馴染むように変

兵庫県西宮市 戸田町4-24 1F

全員完了〜！！

お知らせ

思いやりの心で生きることです。次の世代の人たちのために、平和で明る
い争いのない世界を自分の周りから色んな人と共に作っていきます。

〜

◯ 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

弊社、ワクチン希望者に関して 接種完了いた
【赤い羽根共同募金】

それと、【ルッコラ】をサラダにして

今年も会社から、赤い羽根共同募金に

いただきました。
レストランで目にするルッコラは、

参加させていただきました。
ベジLIFE通信、今月のお野菜のレシピ

しなしなぁ〜ナヨナヨ〜な感じですが、
香取さん家のルッコラは、ルッコラッ！
という感じです。食べたら分かります
よ、この感じ。
今月もごちそうさまでしたぁ。

はこちらから
どうぞ！

コロナによって、ソーシャルディスタンス
（社会的間隔）は取らなければいけませ
んが、
今年のポスターのように“心と心…”は、
どんな時も繋がっていたいものです。

しました。副反応が強かった人もいましが、

◯ 10 /２９(金）AM10:00〜16:00

なんとか皆乗り越えました。

◯ 1１/２０(土)

今回お声かけ頂き、職域接種の枠をご用意い

◯ 1１/２３(火)祝

午後

日本語教室
難波先生の陽明学講座（日本儒学）

地域の外国の人たちとのモノづくり見学会

11:00〜18:00

高津の宮あきんど祭り

ただきましたサエラ薬局の株式会社サエラの
小池社長、本当に心から感謝いたします。
宣言解除はしたものの、まだまだ今後の様子
は分かりませんが、できる限りコロナ終息ま
では、感染しないよう気を付けましょう。

１０月26日から1１月25日までに誕生日を迎えるみなさま
陽子さん、ユイさん、あゆみさん

おめでとうございます！たくさんの幸せが

訪れますように。切に願っています。

石舞台古墳を見つめるテン

