

ティーエス・ハマモト通信　

関わるすべてに対してプラスαを実現する
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ティーエス ・ ハマモトは現在安芸高田市にある 「香淀大橋」 という全長 200ｍの

長さの橋の塗装工事を行っています。 香淀大橋はトラス橋と言われる橋です。

トラス橋は三角形の持つ独特の頑丈な性質を利用した橋の事を指します。

さて、 皆さんは橋の工事がどのように行われているのかご存知でしょうか。

実は橋に沿っている足場は橋全面、 つまり人が通る道路の裏まで回っています。

「吊り足場」 という名称で呼ばれていて人が通る道路の裏などに足場を吊り下げ

る施工方法です。 職人さんは橋の裏側に這う形で進み、 橋についているフック

にチェーンをかけて単管 （足場） を繋いでいきます。 この足場を設置していく

作業は高度な技術が必要とされる為、 若い職人さんには足先 （足場の先端で

不安定な状態のところ） で作業をさせないようです。 組んでいく足場に使う単管

の順番も決まっていて、 職人の手でひとつひとつ丁寧に足場が組まれていき、

200ｍの橋の全ての面に足場が設置されていきます。

足場が設置されるといよいよ塗装が始まります。 現在は、 下塗り 1 層目を塗る

作業中です。 来年の春には綺麗になった 「香淀大橋」 をお披露目することが

出来るでしょう。 お近くに寄られることがありましたら見頃を迎える桜と共に綺麗

になった 「香淀大橋」 を是非ご覧ください。

無料相談・無料見積り承ります！営業の電話・訪問は一切致しません！

URL　　http：//www.ts-h.co.jp/　　

〒731-0135　広島市安佐南区長束 4丁目 16-2

TEL      082-238-1511

施工：株式会社　ティーエス・ハマモト
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　濵本　利寿

設計：株式会社　CAPD
　　　　　　　　代表取締役　門内　一生
　 〒732-0827  広島市南区稲荷町 2-26

　　　　　　　　    TEL    082-881-4025（代表）
URL    http：//cap-d.net/　
　

お問い合わせ先

ティーエス・ハマモトで

検索して下さい

new TS コラム
ティーエス・ハマモトの社員によるコラムです。
社員それぞれが興味を持っていることや
最近のニュースなど様々なことをお伝えしていきます。 内装は家具や雑貨・ＤＩＹ商品を際立たせるため、天井と壁は外観と同じオフホワイトの塗装、床は木目調でシンプルに仕上げま

した。「ネスト Factory」は改装に伴い商品もリニューアル。プチリフォーム用のＤＩＹ商品や新品の小物も充実。見ているだけで
わくわくする、明るくて楽しい空間になりました。新しく生まれ変わった「ネスト Factory」へ、是非遊びに行ってみて下さい！

この度、ティーエス・ハマモトに 33 年間勤務した坂森部長が退職しました。
素敵な笑顔と気遣いのある優しい人柄で、社内外で慕われた部長でした。
社員を代表してのコメントです。

「坂森さん 33 年間お疲れ様でした。僕は坂森さんと 7年間一緒に
働かせてもらいました。共に仕事が出来たことを誇りに思います。
坂森さんのお客様に対する気遣い、職人さんが工事しやすい環境
づくりなどを勉強させてもらいまし
た。仕事では厳しく、お酒が入ると
陽気になる坂森さんが大好きです。
お酒は程々に、お体には気を付けて
下さい。今度一緒に釣りに行きまし
ょう。」（山崎）

70 の手習いで始めたウクレレ「横光ウクレレクラブ」も早 5年が経ちました。
2年前、横光先生指揮のもと、ウクレレの本場ハワイのステージで演奏できた
ことが大いに自信となりました。年齢に関係なく目標を持って頑張れば願いも
叶うという貴重な体験で、今では老人施設・公民館・集会場などでボランティ
ア活動も行っております。この度、10 月 4日（日）に原爆ドーム前の岸辺で
「水辺のコンサート」
が開催され、「ハワイ
アン・童謡・歌謡曲」
など楽しく演奏しま
した。写真はその時
の様子です。（会長）

ネスト　FACTORY

広島市東区福田 2丁目 696-1
TEL（082)-824-7667

9/12( 土 ) リサイクル家具や介護用品・雑貨を取り扱う「ネスト
Factory」が改装オープン！ティーエス・ハマモトは、店舗の内
外装と隣接するコンテナの内外装をデザイン・施工しました。
フレンチカントリーをコンセプトとし、外観は温かみのあるオ
フホワイトの壁にオレンジの素焼き風レンガを貼り、グリーン
のラインをアクセントとしました。

コンテナは「おもいでのＮＥＳＴ」というコンセプトのもと、
大切な人の大切な思い出をしまう場所としてふさわしいように
店舗に合わせたデザインにしました。
木目調のドアとウッドデッキで、木のぬくもりを感じる暖かい
雰囲気に仕上げました。
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暮らしを彩るエッセンス　Vol.2
～インテリアにプラスαで素敵なお家に大変身♪～

ある日のスケジュール
  7:40 ～現場へ直接出勤
  7:50 ～現場準備（開錠・飛散防止用
               自動車専用シート等）
  8:00 ～作業開始（チラシ配り・共用
                廊下の養生貼り等）
12:00 ～昼食
13:00 ～作業再開（写真撮影・見回り）
17:00 ～作業終了・片付け
17:30 ～洗濯物情報の更新・見回り
18:00 ～施錠後帰宅

工務部

中山　光

私は現在、先輩と一緒に大規模修繕工事の現場管理をしています。
現場に直接出勤して現場事務所の鍵を開けるところから始まります。
職人さんが作業しやすい環境を整えるため、飛散防止シートを自動
車 1台１台にかける等準備をします。職人さんの作業が開始すると
先輩の指示を受けてチラシを配ったり、職人さんの養生作業の手伝
いをしたりします。また、職人さんの動きに合わせて、作業風景の
写真を撮影します。これは工事終了後住民の方々に説明する際に使
います。共用部にある洗濯物情報の更新も行います。今は先輩の現
場で作業を見て手伝っていますが、１人で現場が見られるようにな
りたいです。

新入社員　奮闘記　　-vol 2-

開催のご案内

　　　　　　日時　2015 年 11 月 29 日（日）
　　　　　　時間　10:00 ～ 16:00
　　　　　　場所　西区商工センター　中小企業会館
　　　　　　　　　　　　　広島市西区商工センター 1丁目 14-1
　　　　　　※駐車場完備（満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。）

大感謝祭　開催決定！！広島ビジネス
倶楽部主催

新井口駅

商工センター入口駅

アルパーク

広島サンプラザ

大田川放水路

西区スポーツセンター

国道２号線
広島電鉄宮島線

JR 山陽本線

至　五日市 I.C

鈴ケ峰トンネル

面
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Window Treatments

広島ビジネス倶楽部とは広島の異業種交流会のひとつでただの名刺交換会に
止まらず、異業種間の垣根を越えて、お互いのビジネスに役立つ知恵や工夫
を出し合う交流会です。
ティーエス・ハマモトも参加し活動しています。そのビジネス倶楽部主催の
「大感謝祭」が今年も開催されます。それぞれの企業のお客様をご招待して
楽しんで頂こうと毎年行っているこの感謝祭も今年で 5年目となり、異業種
交流会の特色を活かし各業界の企業が自分たちの特色を出せる技術や商品を
持ち寄って盛大に開かれます。毎年、多くのお客様が来店して下さり、ブー
スでの出店を巡ったり、催し物を見て楽しんで頂いたりと様々です。
ティーエス・ハマモトは「コーヒー」と「手羽先」を販売します。

是非、皆様「大感謝祭」に足を運んでみて下さい！

会場

広島市中小企業会館

広島市西区商工センター
１丁目 14-1

地鎮祭で安全祈願！新築マンション工事開始！
10 月 27 日に南竹屋町にて地鎮祭を行いました。弊社はこの度 11 月に南竹屋
町で 8階建の賃貸マンションを建設します。それに先立ち地鎮祭を開催し、
お施主様・設計士・協力会社と共に安全祈願をしました。
「えい、えい、えい」の掛け声に合わせて砂の山にかま、すき、くわを入れる
儀式を「苅初（かりそめ）の儀、穿初（うがちぞめ）の儀、掘初（ほりぞめ）
の儀」と言います。古くは、建物を建てる前の手付かずの土地の生い茂る雑
草をを鎌（かま）で刈り、鍬（すき）で土を掘り起こし、鋤（くわ）で土地
を平らにし、土台を造ったと言われて
いたそうです。
荒れた土地に人間が手を加える様を神
様の前で三者が行い建築のお許しを得
る、という意味があるそうです。
すでに着工していますが、今後も安全
第一で管理していきます。

外壁リフォームの基礎知識　４回目は 「業者の選び方」 です。

外壁リフォームで失敗しないために、 どのように業者を選んだら良いかポイントをお伝えします。

①　塗料の種類

　　  外壁リフォームの基礎知識３ （前回） でご紹介した通り、 塗料の種類は様々です。

      耐用年数と価格は比例しますので耐用年数が長いものは値段が高くなりますが、 初期費用は高価であっても長い目でみれば

      工事回数を減らすことができ経済的だといえます。

      ただし、 塗料の耐久性だけに頼らずに適切な時期にメンテナンスを行うことが大切です。

②　人件費

　　  塗装に入る準備段階として高圧洗浄 ・ 養生 ・ 下地の補修などがありますが、 その手間や塗り方によって作業にかかる時間

      つまり人件費に大きな差が生まれます。

③　会社の利益 ・ 経費

　　  会社の経費というと、 営業費 ・ 事務費 ・ 宣伝費などの必要経費がありますが、 それらは価格に含まれています。

      さらに利益の割合も会社によって様々なので、 同じ塗料 ・ 同様の手順でも業者によって価格が変わってきます。

・ 手抜き工事をする

　塗る回数を減らす ・ 塗料を薄めるなどして工期を短くし、 人件費を削る。

・ 一式見積もりを提出してくる

　作業工程ごとの費用の内訳を詳しく記載せず、 「外壁○万円」 「屋根○万円」 とどんぶり勘定で見積もりを提示する。

・ 激安価格で見積もりを提供する

　最初に安い料金で見積もりを提出し、 思ったより傷んでいたなどとして後に追加料金を請求する。

良い業者を選ぶために

過去３回でお知らせした 「塗りかえの目安」 「リフォームの流れ （施工手順）」 「塗料の種類と耐用年数」
という外壁リフォームの基礎知識をふまえた上で

↓
詳しくリフォーム工程を説明 ・ 報告してくれる業者を慎重に選ぶことが大切

↓
　複数社の見積もりをとり、 比較 ・ 検討した上で良い業者を選ぶことができる。

４回シリーズでお送りした 「外壁リフォームの基礎知識」 は今回で最終回となります。
ぜひ頭の隅に入れて頂き、 参考にして頂ければと思います。

業者によって価格が違う要因

こんな業者には要注意！

Window Treatments

ウィンドートリートメントとは窓まわりの装飾のことです。

カーテン ・ ブラインド ・ ローマンシェード ・ ロールスクリーンなど窓から入る光の量

を調節したり、 断熱効果を発揮したりする機能とインテリアとして窓周りに表情を持

たせる装飾を兼ね備えたアイテム全般を指します。 お部屋に占める面積が比較的

大きい分、 種類や柄によってお部屋の雰囲気をガラッと変えるアイテムです。

先日、 お客様のお宅にカーテンを取り付けました。 今回ご依頼頂いたのは 70 代

のご夫婦のリビング ・ ダイニングと寝室のカーテンです。 ベージュのソファ、 茶色

の建具、 上質な陶磁器のディスプレイ。 落ち着いたモダンな空間に合うように、

お客様と共に上品でシックなイメージでドレープカーテンを選びました。 ドレープが

シックな分、 タッセルの色を明るくして表情を出しました。 また落ち着いたゴールド

のストライプ柄のレースがより上品な雰囲気を醸しだしています。

　～ SANGETSU 新作カーテン～

11/10 サンゲツから 「移りゆく季節を感じながらお気に入りの色やデザインに囲まれ

て暮らす心地よさ」 をコンセプトに AC （Air&Color） シリーズが発売されました。

比較的価格がおさえられており、 色や柄を合わせて楽しむシリーズです。

お部屋の雰囲気を変えたいなと思ったら、 季節によってウィンドートリートメントを

変えてみてはいかがでしょうか。 気分もきっと変わります。
ローマンシェードとレースカーテン

の組み合わせが新鮮

色と柄を組み合わせた POP な

カーテンで子ども部屋に遊び心を


