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もっと東北の情報を知りたい方はこちらまで !!もっと東北の情報を知りたい方はこちらまで !!もっと東北の情報を知りたい方はこちらまで !!

〒530-0001　大阪府北区梅田 1丁目 3番 1-900 号530-0001　大阪府北区梅田 1丁目 3番 1-900 号

　　　　　　大阪駅前第 1ビル 9階　　　　　　大阪駅前第 1ビル 9階

福島県大福島県大阪事務所阪事務所
電話番号電話番号：0：06-6343-1721　ＦＡＸ6-6343-1721　ＦＡＸ：06-6343-172706-6343-1727

開所時間開所時間：9:00 ～ 17:30( 平日のみ )：9:00 ～ 17:30( 平日のみ )

宮城県宮城県大阪事務所大阪事務所
電話番号：06-6341-7905　ＦＡＸ：06-6341-7906電話番号：06-6341-7905　ＦＡＸ：06-6341-7906

開所時間：開所時間：9:00 ～ 17:00( 平日のみ )9:00 ～ 17:00( 平日のみ )

⺠芸品の展⽰を始め、東北の観光情報の提供⺠芸品の展⽰を始め、東北の観光情報の提供
を⾏っております。⼜、関⻄にある東北のごを⾏っております。⼜、関⻄にある東北のご
当地グルメも紹介して頂けます。当地グルメも紹介して頂けます。
是⾮お⽴ち寄り下さい。是⾮お⽴ち寄り下さい。

あの頃の笑顔が戻るその日まで･･･あの頃の笑顔が戻るその日まで･･･あの頃の笑顔が戻るその日まで･･･あの頃の笑顔が戻るその日まで･･･

よらんしょ！こらんしょ！よらんしょ！こらんしょ！
　　　　　　 まわらんしょ！　　　　　　 まわらんしょ！
よらんしょ！こらんしょ！よらんしょ！こらんしょ！
　　　　　　 まわらんしょ！　　　　　　 まわらんしょ！
よらんしょ！こらんしょ！
　　　　　　 まわらんしょ！

One for all, All for one...

本場！肉厚熟成牛タンに驚嘆、 多彩な
牛タン料理と東北銘酒を堪能できます。

豚骨の旨味だけをじっくり炊き出した
あっさり透明スープに、もちもちシコシコの
手もみの平打ち麺 「東北の蔵の里」
喜多方の味をご堪能あれ !! 「日高見」 は大災害を被った

石巻で自然の摂理に生かされた
奇跡の酒です。

東北の地酒は日本一 !!

青森
ねぶた祭りのお土産

会津磐梯山猫魔岳の鈴

喜多方ラーメン

牛タンステーキ

東北こけし
東北地方では地域により
11 の系統の形が存在します。

気仙沼 唐桑半島

リアス式海岸の代表 !!

会津地方では牛のことをベコと呼びます。
柳津町の円蔵寺虚空蔵堂建立の際、
どこからか牛の群れが現れ、 木材の運搬
を手伝ってくれた。 重労働で多くの牛が
倒れる中で最後まで働いたのが赤色の牛
だったと言われています。

南三陸温泉

赤ベこ

広がる水平線を眼前に温泉と露天風呂
を楽しめます。 地下 2000m の深層天然
温泉露天風呂。 朝日の昇る景観は正に
絶景！

福島 円盤ぎょうざ

餃子店の老舗 「満腹」 の創業者が旧満州で
作り方のヒントを得て、 昭和 20 年代に市内で
売り出したのが発祥と言われています。 餃子を
フライパンにぎっしりと並べ、 そのまま焼き上げて
皿に盛り付けられます。
その美味しさに惹かれて、 わざわざ関東から車を
飛ばしてくるお客さんもいるほどです。

小法師 あべの橋店
大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-2-21
TEL:06-6622-6399

LetLet’s
アクセス！

s アクセス！

LetLet’s
アクセス！

s アクセス！

Let’s
アクセス！

牛たん炭火焼 吉次
大阪市中央区東心斎橋 1-9-12
TEL:06-6244-8002

LetLet’s
アクセス！

s アクセス！

LetLet’s
アクセス！

s アクセス！

Let’s
アクセス！

第 8 号第 8 号第 8 号第 8 号
発⾏⽇ 2011/12/01発⾏⽇ 2011/12/01発⾏⽇ 2011/12/01

発⾏元 ／ 松本鋼機株式会社 向上委員会

  兵庫県神⼾市兵庫区湊町１丁⽬88-1
  TEL 078-651-7327

発⾏元 ／ 松本鋼機株式会社 向上委員会

  兵庫県神⼾市兵庫区湊町１丁⽬88-1
  TEL 078-651-7327～ 想いをカタチに… ～～ 想いをカタチに… ～

MATSU-KO通信MATSU-KO通信

年の瀬を迎え年の瀬を迎え

今年ほど私個人にとって今年ほど私個人にとって

心を洗われた年はない心を洗われた年はない

人と人人と人との繋がりの大切さを思い知るの繋がりの大切さを思い知る

「忘れかけていた大切なもの」「忘れかけていた大切なもの」
「もう言葉はいらないよ！「もう言葉はいらないよ！」と天から諭された自分と天から諭された自分

「何かしなければ…「何かしなければ…」と社員に呼び掛けたら・・・と社員に呼び掛けたら・・・

地球の生き物の中地球の生き物の中で「ひと「ひと」にだけ与えられた物って？にだけ与えられた物って？

「感謝する気持ち「感謝する気持ち」と」と「感謝される喜び」「感謝される喜び」

地球に、地域地球に、地域に「ひと「ひと」に

やさしい行いのありかたをやさしい行いのありかたを

新任取締役新任取締役
藤尾 昌義藤尾 昌義



災害復旧･復興のお役に立ちたい災害復旧･復興のお役に立ちたい

簡易排水装置簡易排水装置
ブリッジパイプブリッジパイプ

グリーンパネルグリーンパネル

環境保護ベース環境保護ベース
一体型発電機一体型発電機

大型土のう大型土のう

タウンガードタウンガード 高性能ポンプ高性能ポンプ

ボトルユニットボトルユニット

ＴＡＣパイプＴＡＣパイプ

プラントマンプラントマン

ＵＳＦ工法ＵＳＦ工法

らくらくタラップらくらくタラップ
＆斜面ノリダー＆斜面ノリダー

補修工事も

おまかせ！

ワンウェイから
１年・３年耐候まで

ラインナップ

安全でしかも２人で１日２００袋以上製作可能！

NETIS 登録番号 CG-010007-V

切土補強土工法
全面緑化・工期短縮可能
軽量で施工性に優れ、品質も安定しています

NETIS 登録番号 CB-100018-A

大型移動型枠工法
同一断面形状に威力を発揮
型枠の組ばらし不要

NETIS 登録番号
          KT-010099-V

傾斜自在階段の決定版らくらく
タラップと法面ステージの斜面
ノリダーとの組合わせで簡単迅
速に安全が確保出来ます

NETIS 登録番号 KT-100033-A

伸縮装置の漏水を集水し、フレキシブル管で排水
橋下側からの安心施工 都市型防水板

ワンタッチとフリーの２タイプ
軽量化を実現
水害から建物の安全を守る
土のう袋では間に合わない！

NETIS 登録番号 KT-100042-A

NETIS 登録番号
    KT-100042-A

NETIS 登録番号 KT-000028-V

　　　　　　　　袋型根固め工法用袋材
　　　　　　　　　PET ボトルリサイクル
　　　　　　　　 　ポリエステル繊維使用

建築改修、新築、煙突改修とリフトクライマー建築改修、新築、煙突改修とリフトクライマー協会では、おかげさまで発足以来１５０件以上協会では、おかげさまで発足以来１５０件以上
の施工実績が出来、今後も安全でスピーディな足場として色々な構造物に取組んで行きたいとの施工実績が出来、今後も安全でスピーディな足場として色々な構造物に取組んで行きたいと
考えておりますので、今後共宜しくお願いし致します。考えておりますので、今後共宜しくお願いし致します。
今回の現場紹介は、発電所内での調整タンク補修工事にての採用事例をご紹介致します。今回の現場紹介は、発電所内での調整タンク補修工事にての採用事例をご紹介致します。

このタンクは直径１１ｍ、深さ４０ｍの巨大
なコンクリート構造物で、昭和２０年に建築
され、老朽化が進んだ上、外壁劣化も進んだ
状態でした。今回使用はシングル４基＋鋼製
足場板他です。

リフトクライマーホームページ掲載中！

【松本鋼機　リフトクライマー】で検索又は

http://www.matsu-ko.co.jp/rk/index.html

　　　　　　　神戸市兵庫区湊町 1丁目 88-1

　　　　　　　ＴＥＬ　078-651-7321

　　　　　　　ＦＡＸ　078-651-6116

　　　　　　　担当　廣島　孝範

お問い合わせ

はこちら→

詳しくは弊社担当者まで。。。

リフトクライマー設置現場リフトクライマーリフトクライマー設置現場設置現場リフトクライマー設置現場設置現場
べんリフターが登場して１年が過ぎ、大変嬉しい事に日増しにファンが増えてきました。
当初弊社が想定していた以外にも色々なご使用法が有り驚いている次第です。今後も安全
で便利な荷揚作業に『べんリフター』のご検討を宜しくお願い致します。

本年９月からは、お客様からのご要望
も有り、無線式の『べんリフター』も
採用し、益々便利になりました！

㈱小井手建築店 夢野住宅5-8耐震補強工事
　　　　　　　　　　　　　　　徳田主任さん

徳田主任さん
　これからも『べんリフター』を可愛がって下さいね！

現　場 台数

１台

期日 現場住所 詳　細

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

３台

１台

１台

１台

１台

１台

２台

１台

病院改修
病院改修

無線基地局改修

無線基地局改修

マンション新築

マンション改修

無線基地局改修

専門学校改修

マンション改修

無線基地局改修

マンション新築

市住耐震補強

県立高校耐震改修

事務所新築

中学校耐震改修

メッキ工場補修

会館内部改修

大学新築

メーカー本社ビル改修

工場内荷揚作業 １台

H22.10
H22.10

H22.10

H22.10

H22.11

H23.2

H23.2

H23.4

H23.4

H23.5

H23.6

H23.6

H23.7

H23.8

H23.8

H23.9

H23.9

H23.10

H23.11

H23.11

洲本市
洲本市

朝来市

綾部市

神戸市

西宮市

西宮市

神戸市

神戸市

朝来市

尼崎市

神戸市

豊岡市

大阪市

川西市

姫路市

大阪市

京都市

大阪市

大阪市

ｶ゙ ﾗ下し､ｻｯｼ､ﾎ゙ ﾄー゙ 荷揚　
塗料缶他荷揚

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

生ｺﾝ(ﾊ゙ ｹﾂにて)荷揚

瓦､屋根材荷揚､荷下し

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

一側足場材荷揚､ｶ゙ ﾗ下し

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

ｺﾝﾊ゚ ﾈ等荷揚

ｻｯｼ荷揚

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

鉄筋荷揚

ｶ゙ ﾗ下し､塗装材荷揚

EV故障にて代替え使用

内部改修にて内装材荷揚

内装ﾊ゚ ﾈﾙ荷揚荷下し専用

ﾀｲﾙ材料荷揚

工場内機械荷揚､荷下し

１
２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

『べんリフター』ご使用状況報告『べんリフター』ご使用状況報告『べんリフター』ご使用状況報告

ご使用実績の一例です

監督にお聞きしました！

☆安全性では従来(ホイストと
　ブラケット)と比べ物になら
　ず､近隣さんや施主さんへの
　良いアピールになります。
☆コストは掛かりますが､玉掛
　作業､荷縛り等の作業工程短
　縮に繋がります。
★べんリフターを下げてきた
　時のケーブルをもう少しま
　とめられないかな～。
　ドラムに収まらない。

デッキ部分はクレーンが使用出来なかったので
基本的に手組で連結しました

特に苦労したのは躯体形状が綺麗な円形で無かった為
張り出し足場調整に時間を要しました

職人さんの作業性は
リフトクライマーならではのもの

丁寧な仕上作業でこの躯体もよみがえりました下から順々に仕上がっていきます
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務所

未来への可能性を信じて、次世代を想像します。Since.1951未来への可能性を信じて、次世代を想像します。Since.1951未来への可能性を信じて、次世代を想像します。Since.1951

今回は昭和２６年、広島県呉市に日本初のグレーチングメーカーとして設立された今回は昭和２６年、広島県呉市に日本初のグレーチングメーカーとして設立された
株式会社ダイクレ様のご紹介です。株式会社ダイクレ様のご紹介です。

ベアリングバーの表面に細かなザラザ
ラ加工を施し、スベリ防止機能を高め
ました。
従来のプレーンタイプに比べ、特に革
靴やスニーカー等、底の平らな靴を履
いた歩行者に効果を発揮します。

『ザラザラ５０』
『イボイボ５０』
が人に優しく、環境にも優しい
快適で安全な街づくりを
実現します！

レトロな赤レンガの建物は呉第二工場です。
明治３６年に建造された呉海軍工廠の造船技術を生み出していた
施設の一部で、歴史的遺産として広島県建物百選に選ばれています。

仕事は楽しく、前向きに。
粘り強く、あきらめない！

西藤公精 呉工場長
　　　のモットーは･･･。

数箇所に砲弾を受けた跡が残っています。

仕

入
先工場訪問

ダイクレグレーチングは戦艦⼤和の床板としても使⽤されました
レギュラー商品で！

安全安心安全安心安全安心

１.太陽自然光を直接取り入れるので電源の必要がありません

２.本体が非常に軽量の為、建物への負担もありません

３.シンプルな構造な為、メンテナンスフリーです

４.採光用ドームレンズにて紫外線 97％カット！赤外線も 50％反射！

５.ＣＯ２削減量／年間 約 480kg ／台

６.電気削減量／年間 約 40,000 ～ 55,000 円／台

究極の省エネ！
究極の省エネ！

「スカイライトチューブ」
「スカイライトチューブ」究極の省エネ！

「スカイライトチューブ」

企業イメージＵＰ！

１.太陽光から変換されたやわらかい光が室内に広がります

２.初期投資は高いがランニングコストゼロだから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境にもお財布にも優しい

３.常識を変えた機能の数々「折れない」「軽い」「汚れない」

４.ＣＯ２排出量も大幅に削減する事が出来ます

５.素材は３種類から選ぶ事が出来、お部屋にベストマッチング！

太陽光を部屋のあかりに変換！

閉めれば明るい省エネブラインド！

「アカリナ」「アカリナ」「アカリナ」
取り付けるだけで
こんなに明るい！
取り付けるだけで
こんなに明るい！

従来のブラインド金具
に使えます

従来のブラインド金具
に使えます

施工 ： 日本板硝子環境アメニティ株式会社

ランニングコスト０シリーズ！ランニングコスト０シリーズ！ランニングコスト０シリーズ！少々少々
　　お

高いが。。

　　お
高いが。。

少々
　　お

高いが。。

広さ

８０００㎡

◆新⼤阪総合センターを開設しました新⼤阪総合センターを開設しました◆ 長年 茨木市にて、ご愛顧頂きました大阪リースセンターは本年１１月より大阪市内に於いて

「新大阪総合センター」として生まれ変わりました。大阪中心部へのアクセスも格段に良くなり

ましたので、尚一層の ご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

お待ちして

　　　おります
！

広々としたエントランス広々としたエントランス広々としたエントランス

フロントの浅原さん､谷岡さんフロントの浅原さん､谷岡さんフロントの浅原さん､谷岡さん 出荷準備中の弊社特注タイヤ洗浄機出荷準備中の弊社特注タイヤ洗浄機出荷準備中の弊社特注タイヤ洗浄機

大阪市淀川区十八条三丁目１４番１７号

TEＬ ： 06-6398-0315

FAX ： 06-6391-2011
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本 社 営 業 部

大 阪 本 店

京 都 支 店

北 近 畿 支 店

078-651-7321

三 田 営 業 所 078-982-6285

06-6378-0510

075-611-7533

0773-27-4809

明 石 営 業 所

姫 路 営 業 所

淡 路 営 業 所

豊 岡 営 業 所

079-496-5783

079-293-3487

0799-45-1109

0796-22-7261

新大阪総合センター 06-6398-0315

明 石 リ ー ス

仕 入 部

販 売 促 進 部

建 築 部

079-492-0140

06-6378-0520

078-982-6285

06-6378-0520

情報満載のホームページをご覧下さい！ h t t p : / / w ww . m a t s u - k o . c o . j p /〒652-0812 神戸市兵庫区湊町１丁目 88-1 078-651-7321

淡路営業所淡路営業所淡路営業所

所在地　　〒656-0121

　　　　　　 兵庫県南あわじ市山添堂ノ前 163-6

　　　　　　 TEL 0799-45-1109 （代表 )　FAX 0799-45-0564

淡路島は、想像以上に広く、島内を一周するだけでも半日程度掛かります。観光スポットも沢山

あり、一度ドライブがてらに遊びに来てはいかがでしょうか？

淡路営業所は、元気な営業員２人と明るい事務員の３人体制で島内全域を担当しております。

営業所自体は大きくありませんが、汎用機械のリース品から消耗品まで幅広く在庫を置いており

ます。島内で工事を行う際は、是非お立ち寄り下さい。お待ちしております。

豊岡は、国内最後の野生コウノトリの生息地でもあり、野生復帰への取り組みをテレビ等

でご覧になった事もあるかと思います。夏は暑く、冬は雪が降り寒いですが、心温かい人

が多く“山・川・海”が近くにある自然豊かな場所に豊岡営業所はあります。

“アハーげ”な所員３名の小さな営業所ですが田舎ならではの雰囲気の中、日々頑張ってい

ます。これからのシーズンに必要な照明器具（メタハラサークルライト・バルーンライト

・テラスター）や水中ポンプ、発電機等のリース機械も多数置いておりますので、是非ご

用命下さい。夏は海、冬はスキーや かにすき等 魅力一杯の丹波へ

“またいっぺん来てみんせーな！”（また一度いらして下さい）

お近くにお越しの際は、営業所に是非お立ち寄り下さい。心よりお待ちしています。

所在地　　〒668-0013

　　　　　　 豊岡市中陰 427-1 （豊岡卸団地）

　　　　　　 TEL 0796-22-7261 （代表 )　FAX 0796-22-7263

豊岡営業所豊岡営業所豊岡営業所

営 業 所 紹 介

京都府福知山市字天田南本町
　　　　　　　　　　 269-3

営業時間：平日 10:00 ～ 19:00

　　　　　日･祝 10:00 ～ 18:00

定休日：水曜日

TEL：0773-22-1658

フランスを思わせるフランスを思わせる
オシャレな店内オシャレな店内

フランスを思わせるフランスを思わせる
オシャレな店内オシャレな店内

遠⽅から買いに来る
常連さんも多いです。

patisserie

MOUNTAIN
パティシエの少年時代を

イメージしたチョコレート
パティシエの少年時代を

イメージしたチョコレート
パティシエの少年時代を

イメージしたチョコレート

大阪府堺市堺区中向陽町 2-3-15

営業時間：17:00 ～ 23:00

定休日：月曜日(極稀に不定休あり)

TEL：072-227-9494

焼鳥をリーズナブルな価格で
味わえる名店。
コースメニューに加えてサイドメニューも充実しております。
二階には座敷もあり、事前に予約すれば鳥鍋も食べることが
でき、宴会の場としても最適です。

ササミとズリは刺身醤油、ササミとズリは刺身醤油、
　　　　　　肝はごま油で。　　　　　　肝はごま油で。
ササミとズリは刺身醤油、
　　　　　　肝はごま油で。

鳥のタタキは鳥のタタキは
たっぷりのネギと一緒に。たっぷりのネギと一緒に。
鳥のタタキは
たっぷりのネギと一緒に。

皮の湯引きでサッパリと！皮の湯引きでサッパリと！皮の湯引きでサッパリと！

炭火焼とり炭火焼とり

鳥よし鳥よし

【和田岬店】
神戸市兵庫区和田宮通４丁目２番３号

営業時間：平日 11:00 ～ 24:00

　　　　　日曜 11:00 ～ 23:00

定休日：なし

TEL：078-681-0047

有名な海鮮丼を始め、
煮物やお造り等多くの
メニューがあり、店内
も漁船をイメージした
雰囲気になっています。

神戸市兵庫区の中央卸売
市場を中心に海鮮丼・居
酒屋・立ち飲み屋を展開
しており、市場直送なの
で安く新鮮な品が提供さ
れています。

海　鮮
海　鮮

どぉーん !!
どぉーん !!

ねぎまみれユッケ

ねぎまみれユッケ

ねぎまみれユッケ

ねぎまみれユッケ

どぉーん !!

どぉーん !!
どぉーん !!

どぉーん !!

今回は本年度 新入社員３人

による地元のおすすめの

お店をご紹介します！ＭＡＴＳＵ－ＫＯＭＡＴＳＵ－ＫＯ

はらぺこ亭はらぺこ亭
西山　中田　大槻西山　中田　大槻西山　中田　大槻西山　中田　大槻

MATSU-KO MATSU-KO INFORMATIONINFORMATIONMATSU-KO MATSU-KO INFORMATIONINFORMATIONMATSU-KO INFORMATION
松本鋼機の社内情報や社員オススメのお店などをご紹介します。

M A T S U - K O 通 信 2011 ／ 12 ／ 1　第 8 号　【4】


	松本鋼機-１.pdf
	松本鋼機-２.pdf
	松本鋼機-３.pdf
	松本鋼機-４.pdf

