
皆様、新年 明けましておめでとうございます！

２０２２年が明けました！昨年は大変お世話になりました。

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！

（株）NOW　小林様 SC色STフロント70両開丁番フラッシュドア
SC色MTG70R２連ガラスルーバー長尾台改装現場

面付通電金具 
こんなところ 
に付けてます。

既設かまちドアをフラッ
シュドアに取替えます。
曲物なしで戸当りより外
側に新設サッシを持ち出
して取付け、より開口を
大きくしました。元々
あった電気錠仕様にて取
り替えるようにしまし
た。隣の引違窓は曲物簡
易カバー工法にての取替
えです。今回も有難うご
ざいました。（株）NOW　小林様

スチール片開丁番フラッシュドア
八幡市某らーめん店

古くなったスチールドアを取替えさせていただきました。元々付いていたドアは 
かなり傷みが激しくて、全てを覆い隠す必要がありました。 
新しい枠の内外にスチールの曲物を使って既設枠が見えないように覆います。 
新品のようでしょ？見違えるくらいに綺麗になりました。 
今回も気持ちのいい仕事をさせていただきました。有難うございました。

（株）守下ガラス　田上様

SLC色STフロント 
70ランマFIX付両開丁番ドア

西港町会館

既設枠残しで新しくサッシを開口に入れています。 
中さんが無いデザインになり、ガラス1枚ものに変えただけで古びた感じ
がなくなりました。今回も有難うございました。

（株）太陽トーヨー住器　矢野様

ステンレス両開丁番ドア

ブラザー東大阪

フロアヒンジから丁番
ドアになったことでフ
ランス落としの受けの
位置も変わりました。

タイルの補修がでないように既設フロアヒンジの
プレートは利用して穴をモルタルで隠します。

既枠ドアを取り外した後で、枠残しにて開口に新たな枠を入れて納めました。 
今回もお仕事させていただき有難うございました。

（株）成美　海野様

KC色STフロント70両開丁番ドア両袖コーナーFIX

某工場Lab

（株）ソーユー　門前様 都島区某邸

スチールDT40 片開丁番フラッシュドア本体交換

隣の家と形状が一緒の枠をそのまま残してドア本体のみ取り替えます。 
古い家の枠は歪んでいることが多いので、小さくともレーザーレベルを
使って歪みを採寸します。今回も任せていただき有難うございました。

和田トーヨー住器（株）岡本様オーサ　社長様

（株）守下ガラス　米村社長様

某浄水場
西淀川区某工場

貝塚市某浄水施設SLC色STフロント70袖FIX付片引戸腰ガラリ付

改装前 改装後

既設枠はもう腐食していた 
のでそのまま枠を残して、 
アルミでカバーした開口に 
引戸を入れました。 
動きも良くなって、見た目 
も見違えるようでしょ？ 
地味に見えますが、枠もビス 
が効かないところもあり、 
シビアな採寸が必要になり 
ます。無事納まったら採寸者 
はかなりホッとします（笑） 
今回も有難うございました。

（株）成美　福嶋様 杉玉 西院店
スチール片開丁番 
フラッシュドア

既設の壁に穴を開けて 
スチールドアを取り付け
ます。開けてみると壁は
コンクリートブロックな
のでアンカーが打てず溶
接しにくかったですが、
下の写真のようにアン
カーが打てる場所を探し
て上手に取り付けてくれ
ました。無事納めること
ができました。有難うご
ざいました。

これは建物の正面を囲うようにサッシを 
付けています。床レベルは建物内の 
床レベルより高い指定の位置まで上げた 
ので、それに合わせ、サッシの下枠位置 
も上げさせていただきました。 
上枠は既設庇のレベルに合わせて、 
２～３mm低く余裕をとります。庇は 
まっすぐ付いていないので一番低い高さ 
に合わせます。方立と無目は40mm 
見付にこだわってます、格子も40mm 
にしています。

写真で分かりにくい 
かもしれませんが、 
アルミサッシは角 
がしっかりあるので 
見付寸法にこだわる 
と結構綺麗に見えま 
す。 
今回もお仕事させて 
いただき 
有難うございました。

改装型の防火MTG70R引違窓になります。 
このサッシの周りはアルミとスチールの曲物でガッチ 
ガチになっています。防火サッシは基準が変わり 
耐火試験を合格したサッシを必ず使用することと 
サッシの周りは火が漏れないように完全に塞いでしまう

ようになりました。 
写真からでもその 
ガチガチ感が分かる 
のではないでしょう 
か？ 
昔、防火サッシと 
いえば、ガラスが 
網入ガラスだったら 
防火サッシOK ! 
という時代もありま 
した。 
安全に暮らせるよう 
どんどん進化して 
いきますね。

SLC色STフロント70固定ガラリ　タテ面格子

外側から作業しにくいために、サッシ周りにアングルをまわしてFinを作り、内部側から 
ビス留めできるように工夫しています。できるだけ取付を簡易にしています。 
面格子も付けて防犯もバッチリ。安心ですね。お仕事させていただき有難うございました。

今年も年始からコロナコロナと騒がしい 
幕開けとなりましたが、縁起のいい富士山 
を載せてみました！現場の帰りに車から 
撮ったものですが、パワーもらえますね、 
富士山は素晴らしいです！ 
三島硝子建材も、みんなにパワーを与える 
ことができる会社を目指してみんなで一丸 
となっていきましょう！ 
皆様にとって、病気、事故のない一年に 
なりますよう心から願っております。 
では、年末の様子から振り返ります！ 
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11/20（土）東大阪国際フェスティバル・モノづくり見学ツ
アーが開催されました。 
毎年11/3（祝）三ノ瀬公園で行われている国際フェスティバ
ルが、コロナで形を変えて開催されました。 
第一弾は街歩き「おもちゃ博物館→司馬遼太郎記念館→喫茶
美術館」を巡るツアー。 
そして、第二弾はモノづくり町工場見学ツアー。弊社にも見学
者・スタッフ含め25名の皆さんが来てくださいました。 
見学者のほとんどは日本在住の外国人。中国・韓国・シリア・
フィリピンなどなど。モノづくり体験ということで、アルミ型
材を使った【スマホスタンド】作ってもらいました。 
ソン君・グエン君も工作のお手伝いしてくれています。 
みんな笑顔いっぱい。すてきな時間をいただきました。 
2月にも企画されているようで、興味のある方はぜひご参加く
ださい。

（株）ジアル建築　社長様 メゾネット水無瀬
メタコ　きゃたぴら網戸２　片引

網戸を使用している状態。扉開放時と扉閉鎖時 網戸をたたんでいる状態
丁番ドアの内側に取り付けています。元々このメゾネットにはメタコさんの網戸が付いていて 
今回の改装ではリピーターとなります。本当にしっかりした網戸です。カチッと閉まるし 
弱々しいところがありません。また使いたくなる理由は使ってみて分かります。

BKC色STフロント70 
両袖FIX付片引軽量ハンガードア

（株）太陽トーヨー住器　竹村様
平野区某医院現場

（株）太陽トーヨー住器　阪本様

北区天満現場

KC色100両袖FIX付片引自動ドア

（株）太陽トーヨー住器　松井様 東淀川区現場
C色LIXILフロンテック100片引自動ドア

（株）太陽トーヨー住器　竹村様 石橋現場
SLC色STフロント70タテ2方枠片開丁番ドア

（株）Re:home　真鍋社長様 日野浄水場

スチール片開・両開丁番フラッシュドア

ふふ箱根ヒューリックふふ（株）様

メタコ　きゃたぴら網戸タンデム

モノづくり見学ツアー 
（東大阪国際フェスティバル）

前回の「ふふ京都」に続き、「ふふ箱根」の浴室プリーツ網戸を全室分、納めさせていただきました。場所は箱根の強羅に 
あります。正月の箱根駅伝の往路ゴール地点よりちょっと上になります。取り付け日は12月。空は晴れていますが、雪が 
たまに降ってきます。景色はサイコーの場所にあります。メタコさんにご縁をいただき、こんな機会を頂きました。 
本当にありがとうございます。メタコさんのきゃたぴら網戸は、写真のような大開口でも網戸が付きます。もちろんプリーツ 
網戸なので、畳むと両サイドに収納されるのでネットが全く目立ちません。そして、ネットが水に強い為、プリーツネットに 
よくある水に濡れていくうちに膨張して畳みにくくなる、ということがありません。ネットの折り目はぴっちりと折れていて 
綺麗に折り畳まれて収納されます。LIXILさんもプリーツ網戸はメタコさんの網戸を採用しています。そして、日本よりも 
基準の厳しいヨーロッパでたくさん使われています。この高性能で使っていて気持ちのいい網戸。みなさんの家にも是非 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご検討くださいませ。

フロアヒンジドアから自動ドアへの改装です

浄水場の屋上にあるスチールドア。左の片開ドアの方は、歪んでしまっていて扉が閉まらず、開かないようにヒモで 
固定していました。両開きの方は風であおられてしまって扉自体が割れてしまい、危ないので外されており、ビニール 
シートで雨をしのいでいました。両方とも枠を残したまま新しく枠ごとドアを入れさせていただきました。

扉が大きいのでクレーンを用意してもらってドアを屋上まであげて搬入しました。改装前。ヒモで扉が開かないようにしています。

木地開口にビス留めにて施工。 
床はハツリなしでコンクリートビス 
にて取り付けしました。

既設ドアを外して、ガラス撤去の後、既設枠をアルミ曲物でカバー。その開口に自動ドアを設置します。

上枠と下枠が 
ないサッシ。 
何もないところに 
竪枠をまっすぐ 
建てるので取付が 
難しいサッシに 
なります。

この通路は壁が 
平行ではないので 
ドアは付ける 
位置によって 
W幅が変わります。 
採寸時に取付位置 
を決める必要が 
あります。





～　お知らせ　～

◯   毎週月曜日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　

１月26日から２月25日までに誕生日を迎えるみなさま

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。

虹美さん、憲子さん、莉子さん、葵衣さん、愛香さん

◯   ２/15(火)　PM18:20～　布施夜間中学 出張モノづくり体験

◯   ２/３(木）PM15:00～　節分　豆まき

2020年入社したソン君は、非常に努力家である。 
彼について少し説明させてもらう。 
2012年（ﾍﾞﾄﾅﾑ）日本に留学するためベトナムの大学を中退、 
2013年来日 大学に入る為日本語学校へ入学 
2014年PC専門学校でPC資格を取得 
2016年 四年制大学入学。日本語検定試験N2も合格。 
　来日以来、ソンは生活費だけではなく学費を含む全てを自分で負担していた。夜はコン 
ビニ・牛丼屋、休日は旅行客の通訳のアルバイトもしていた。 そんな中でも少しずつ貯金 
をしていた。入社前、ベトナムに8年ぶりの帰国。ご両親に弊社に入社することを報告した 
という。そして、2020年働きだしてからも、日本にいる妹の学費・生活費を負担していた。 
本当にすごい男だ。 
来日して楽しいことよりも、辛いことの方が多かったかもしれない。 
頑張りすぎて空回りすることもあるけれど、いつも一生懸命。いつも笑顔。 
そんな努力家ソン君が、今年の夏からまた新しいチャレンジを始めた。 
それは【運転免許証】取得！　休日に学校へ行き、こつこつカリキュラムをこなした。 
この度10/19、見事一発合格。欲しい車は決まっている。　『MAZDA3シリーズ』 
これから益々、成長が楽しみだ。本当にすごい男だ。

だんだん秋から冬へと季節が移ると、お野菜達の顔ぶれも変
わってきました。根菜類が増えたり、白菜が登場したり… 
今月も美味しくいただきました！ごちそうさまです。 
冬の王様・大根といえば、やっぱりおでん！ですよね。下処理
もレンチンすれば、意外と簡単にできちゃうみたいですよ。 
ぜひお試しあれ。

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。 
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。 
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、西田師匠の現場 
のあるところにうまいものアリ。 
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”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！好評につき連載決定！！！
今回は八尾市植松町【ラーメンほそかわ】 
こちらの特徴は…揺るぎない定番“元味”と通好みの“鬼味”の2本柱 
“元味”は豚骨ベース、麺は自家製・国産小麦100％、 
なんとチャーシューは芯まで柔らかくするためにスチーム加熱。 
本当にひとつひとつ丁寧に作られている。それらをベースに作 
られた“鬼味”は味噌・香辛料など厳選された材料を使っての 
まさに通好みの一品。元味ベースの赤・黒・味噌も人気だ。

ベジLIFE 
12月号

ベジLIFE 
　1月号

ベジLIFE 
11月号

無農薬野菜定期便

1月は 
レトルトカレー付き 
ベジタブルカレー！ 
これは楽しみ。。

努力の男☆SON（ｿﾝ）

使う人の心を豊かにし、作り手の心を育てる取り組み

『 Happyドアの会 』を始めます

詳細はこちらから

私たちが毎日使っているドア。 
家の玄関ドアや、浴室のドア。 
会社のドアや、よく行くお店の 
ドア。トイレのドアや駅で通る 
自動ドア。毎日絶対に開け閉め 
していますよね。 
しかし、そのドア。 
どんな形でどんな色で、どんな 
カギが付いていたか、覚えてます？

毎日、普通に使うけれども、結構そのドアのことって覚えていないことが多くないですか？ 
しかし、ドアって、内と外を区切る役割だけではなく、意識するともっと楽しめるものなんです。 
そして、それを意識するだけで、自分の中の色んな世界が次から次へと広がるんです。 
「こうしてみたい！」と思った時に、世の中には結構それをカタチにできる人がいると思うのです。 
とっかかりは何でもいい。できるんだぁ～と思える人たちとつながった時が自分の世界が広がる時。 
私たちはドアのプロです。色んな材質を使うドアのプロたちと一緒に、ドアを使う人のたくさんの 
やりたいことを一緒に実現させたいという会です。 
第一回目の今回は、ゲストに関西で18店舗を展開し、食べログ百名店2021から３店舗が選ばれた 
アルショングループの真鍋社長をお迎えして、建築士、サッシ屋、一般の方も含め、流行るお店の 
ドアって？人が集まるお店のドアって？どんな法則があるの？など、zoomを使って話し合います。 
興味がある方、どんな人でも参加OKです。肩書きや立場を超えて、参加してみませんか？ 
色んな話がでそうですよ。真鍋社長の気さくな人柄にも触れてみてください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　1月28日金曜日PM18：30スタートです。20時終了予定。

【職人　西田(ニシダ)が行く】vol.５

お店の情報は 
コチラから

まだまだトップ営業！でも、ひとまずお疲れさまでした

この1月で田中部長が60歳になり定年を迎えました。 
本当に長い間お疲れ様でした。昭和、平成、令和と 
大変な変化のある時代で、会社のみんなを力強く支え 
てくれました。本当に有難うございました。 
しかし。。定年とはいえ、まだまだトップセールス！ 
現場知識もまだまだ最強。私たちは追いつけず部長に 
頼りっぱなしです。大きな感謝と共にまだまだ、 
頼りにしています。私も負けずに成長しますね。

隣の写真は特大の部長の似顔絵ケーキ。 
娘さんが書いてくれたお父さんへんの 
感謝の手紙にあった似顔絵を元に作って 
もらいました。 
苦しい時も、やるしかないやろと無言で 
会社を支えてくれた部長。 
本当にありがとう。これからも健康でいてください。ずっと一緒に 
いて見守っていてください。今後とも末永くご指導宜しくお願いします！

うなーずkitchen どうです？このおべんとう。美味しそうでしょ？
会社の近所にできた韓国料理のお弁当屋さん。 
　　　　　　　おかずは注文聞いてから焼いて 
　　　　　　　くれます。お味噌汁もついて 
　　　　　　　います。さていくらでしょう？ 
　　　　　　　実はこれ、450円なんです。 
　　　　　　　袋もサービス。この日はキムチ 
　　　　　　　も食べてみてってもらっちゃい 
　　　　　　　ました。儲かってるの？？（笑）

最近は会社員だけでなく近所の住人も買いに来ているみたい。一度お試しあれ。

Instagram はじめました

とうとうインスタグラムを始めました。 
こういうことを今まで、全く何もやってこなかったのですが、 
一念発起でインスタグラムの可能性についてセミナーを聞く機会が 
　　　　　　　　　　あり、参加してきました。

三島硝子建材は 
ココから見れます

個人が使うものだとずっと思ってきましたが、 
仕事でも何でも自分が興味あるものについて 
同じように興味のある人が集まれるようになるところだと知ることが 
できました。テレビでは色んな情報があふれていますが、ここでは 
自分が興味あることにピンポイントで触れることができます。
ということで、まだまだ拙いですが、私たちがやっていることに

同じように興味を持ってもらえる人と交流できるように、チャレンジしてみました。 
上の写真は「会社で使い古したシダ箒の使い方」についてですが、ボツにしました。 
お蔵入り写真になります。 
これからも楽しく投稿していきますので、もし気に入ってもらえれば、フォローを 
宜しくお願い致します。 

～あとがき～

長年この仕事をしてきて、ここ数年、特に思うことが 
あります。このオーダーのサッシを作るという仕事は 
魂のこもったモノを作ることができるということです。 
流行りとかカッコいいモノではなく「美しい商品を作る」 
ということです。ではその「美しい」とは何か。
美しい人と言われると、自分の好みを判断基準として考えてしまいがちですが、本当の美とは 
いつの時代から見ても「美しい」はずです。目に見えるものは必ず古くなったり老いたりして 
しまうので、見た目が綺麗なものが決して美しいわけではなさそうです。 
しかし、老いた人でも美しいと感じる人がいます。そういう人には必ず芯に優しさがあります。 
自分以外のものに対する「思いやり」という優しさがあります。これはいつの時代でも変わらず 
に美しいものではないでしょうか？
古くなったモノでも、それにまつわる人の物語を聞いたり、それを好んで使っていた人を懐かし 
むことで、「想い」が生まれ、そのモノを美しく感じ、大事にしたいと思えることがあります。 
辞書で調べると、美しいとは昔、「愛おしい」という意味合いの方が強かったようです。

今の時代、技術が上がり、性能や便利さを何よりも重視したモノが溢れています。デザインも 
洗練されて流行りの形があります。

しかし、人もそれぞれ光るものが違うように、モノももっと使う人の心に
寄り添った自由なモノがその人の美しいモノになりえるのではないでしょ
うか？それを作ることができるこの仕事は立派だと思うし、モノに魂を吹
き込むことができるよう努力するうちの社員は本当に立派だと思います。
会長の理念をみんなで商品として形にし、「想い」でいっぱいになる 
愛おしい社会づくりに貢献したいと思います。


