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NES bldg.

改修工事
この度、広島市南区にある Humax（ヒ
ューマックス）が 30 周年を迎えたこと
をきっかけに事務所全体を改修しまし
た。今回施工した中でも１番の見どころ
である 3 階廊下のアクセント壁に着目し
てご紹介します。

CAPD 設計、ティーエス・ハマモト施
INES ビルは、1 フロアに 2 所帯の賃貸
アパートです。「誰がどこにいるのか

憂鬱な雨の日が少しでも
になりますように

分からない」という魅力を創り出すた

Plus

なっています。INES ビルは道路から
見た外観が特徴的であり、バルコニー
を上下に分けることによって 1 つの部
屋が 2 部屋に見える階が存在します。
駐車場のコンクリート部分に
撥水材で 3 社の社名（ロゴ）を
塗りました。雨の日にだけ浮か
び上がるちょっとした+α です。

そのため、5 階建てが 9 階建てに見え
るようになっており、部屋の境界を分
からなくすることでプライバシーを
内装写真

守っています。

公共工事
01.錆びて朽ちた箇所の補修はどうするの？
02.現場のポイントはこれ!

01. 錆びて朽ちた箇所の補修はどうするの？
階段の蹴上げの部分など朽ちて穴が空いてしまった箇所は、メッシュテ
ープで網戸のように塞ぎ、補修パテで埋めていきます。プラスチックのよ
うに固まったら上から塗装をします。
③

④

⑤

今号ではティーエス・ハマモトの「これまで」を代表 濵本利寿への
インタビューと年表と共にお伝えします。

ティーエス・ハマモト誕生秘話
内装にも力を入れ始めた当時、濵本塗装店しか知らない人は、塗装
店だから塗装しかできないと誤解をされていました。そこで濵本会長
の「ハマモトを残したまま社名変更をしよう」という提案から、新社
名を 2 年越しで考え、思いついたのが、塗装の「TOSO」からＴＳを
抜き出した現在の社名。英語の辞書を開き会社が目指すＴとＳを選び
ました。
例えば経営者側から社員に対する思いとして選んだ「study」は社会
人になっても勉強することは必要だからという理由があります。その
他にも「safety(安全)」
、
「service (奉仕)」などといった言葉を選びまし
た。T は 8 つの S を「Total」に実施するという意味を込めました。
(社長インタビューより)

Sustainable (持続可能)
System
(組織・体系)
Satisfy
(満足させる)
Stability
(安定・着実)
Sincerity (誠実・誠意)
Study
（勉強・研究）
Service
(奉仕)
Safety
(安全)

1970(S.45)

02. 現場のポイントはこれ！

1965(S.40)
1950(S.25)
広島市中区十日市
で創業

濵本俊樹（現会長）
が代表になる

誰もが豊かに暮らせる未来をつくる
助け合いの心を持ちチーム力を発揮する
喜ばれる対応で相手を満足させる
着実な一歩で得意分野も延ばしていく
誠意を持ち信頼してもらう
勉強・研究し自らを高めていく
見返りを求めない奉仕の心を持つ
徹底した安全管理をする

2020(R.2)
2017(H.29)
2010(H.22)

剥離剤をつける時は、標識を外して作業する
ので側面足場のシートに標識の横断幕を貼り
つけています。
また、運転手が遠くからでも見えるように高
さ制限の表示を大きく赤字で記載しています。

INES ビル外観写真

おかげさまで弊社は今年設立 50 周年を迎えました。

現在、安佐北区安佐町の飯室陸橋補修工事を
行っています。今回は、その陸橋の工事につい
てご紹介します。

②

断面図

めに外からのプライバシーを守ると

いう機能性を重視した設計プランと

壁には、グレーの木目タイルとハイカワデザインガラスのラミカミラー
を使用しています。Humax の会社のロゴにデザインされた「葉」をヒントに
ラミカミラーのデザインを決めました。またちょっとしたポイントとして、
グループ会社 3 社のロゴもラミカミラーに刻印しており、世界に１つのオリ
ジナルとなっています。
そのような遊び心を取り入れたことにより、訪れた人の目を引く空間づく
りができました。

①

工の INES（イネス）ビル。

▲オリジナルのラミカミラー

3 階廊下の奥には会議室があり、会議
や採用活動、来客対応といった目的で
使用されるため、多くの方が利用する
廊下にインパクトを持たせたいとご要
望がありました。

03 Imuro

新築工事

社名変更
濵本利寿が代表になる

新社屋建設を自社
で設計施工

㈱濵本塗装店を
設立
現在の経営理念は、社長の掲げる目標より社員の中で考えたものが
良いと思い、10 年前、当時の若手社員に考案してもらいました。

設立 50 周年を
迎える

ー部でポジションはサイドハーフ。大学ではフットサル
クラフトガラスはデザイン性に優れた装飾ガラス（内装用）です。1 枚の

をしていた。10 年後の目標は一級建築士を取得し、ビル

板ガラスに塗料をのせ模様をつけることで、透明なガラスに表情をつけ

の設計をすること。

ています。クラフトガラスを作る上で、揺らぎ感、手作り感を大事にし
ており、2 枚と同じものがありません。

森山 由理 Yuri Moriyama

昭和初期の揺らいだ板ガラスのノスタルジ
ックなイメージをもとに現在のインテリア
に合うようにデザインしています。
一目見て印象に残るステンドグラスが主力
だった頃に比べ、近年色の少ないニュートラ
ルなものが好まれるようになりました。さら
に取付け場所に合う個性的な柄を求められ
るような案件が増えています。色で演出する
ステンドグラスよりさりげなく空間を飾る、
漂うようなクラフトガラスのイメージは今
までになかったものと言えます。

広島工業大学専門学校建築士専攻科卒。町おこしのための
神楽の練習場を作ろうと思ったことがきっかけで建築学
科へ進学。10 年後の目標は営業、設計、施工管理をすべ
て 1 人で行うこと。

加藤 優佳 Yuuka Katou
広島市立広島商業高等学校みらい商業科経理コース卒。
身内が設備関係の仕事をしている影響で、建設業界に興
味を持った。10 年後の目標は AI に負けないように、思
いやりなど人にしかできない仕事をすること。

おすすめの使い方

SPECIAL PRESENT

・
「透明ガラスの方が明るくていいけど、ちょっとプライバシーが…」
・「パーテーションをおきたいけど市販品は面白くない」
・「窓がない部屋は暗い感じ…室内窓を設けたい」
など、使い方は色々。ホテル・カフェ・病院の待合室など、個人宅に
も多数使われています。
板ガラスは割れやすいイ
メージですが、クラフト
加工は厚い板（8～10 ㎜
など）や強化ガラスにも
加工することが出来ま
す。品物によっては飛散
防止シートを貼ることも
出来ます。
ハイカワデザインガラ
ス HP にあるオリジナ
ルギャラリーで製品説
明と紹介を詳しくご覧
いただけます。

2500 円分の商品券をアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で
2 名様にプレゼントいたします！奮ってご応募ください！
応募方法(下記のいずれかの方法でお申し込みください)
① 同封されている応募はがきに必要事項を明記の上、63 円切手を貼っ
てご応募下さい。
② ティーエス・ハマモトの HP のお問い合わせフォームに氏名、住所、年
齢、＠TSH の感想をご記入の上ご応募下さい。

2020 年 8 月 29 日消印有効
※ご記入頂いた個人情報はプレゼント発送以外には利用致しません。
(当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。)

〒731-0135

広島県広島市安佐南区長束 4 丁目 17-7

TEL：082-238-1511

FAX：082-238-1513
代表取締役

Facebook や Instagram も日々更新中。
HP にて社員ブログも更新している
ので是非ご覧ください。

濵本 利寿
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京都造形芸術大学環境デザイン学科卒。小中高はサッカ

クラフトガラスとは？

@TSH

神門 良輔 Ryousuke Goudo

－HAMAMOTO STYLE－

ティーエス・ハマモトグループのハイカワデザインガラスでは、オリジナ
ル性に富んだガラス製品の製造・販売をしています。今回は、
「クラフト
ガラス」についてご紹介します。

・01 Humax
・02 INES bldg.
・03 Imuro
・ティーエス・ハマモト設立 50 周年
・クラフトガラス
・New Face @TSH 2020
・SPECIAL PRESENT

New Face@TSH 2020
今年もわが社に 3 人の新入社員が入りました。それぞれの 10 年後の目標と
ともにご紹介します。

