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Message from

が好きなジャズのライブもYouTubeでは面白くありません。お

した。ところが第71期はリーマンショックの影響で2億2200万

祝い事も実際に顔を合わせたほうが気持ちが伝わります。こ

円に沈みます。しかしその後第74期は15億1700万円と復活を

れは他人と場を共有する欲求が人間の本質からくるものだか

果たし、第76期は過去最高の26億1500万円を達成、昨年の

らだと思います。だから逆説的ではありますが、ポストコロナの

第79期も23億4100万円をたたき出しました。この変化は震災

時代では本当に意味のある集まりを企画・演出する力がポイ

など外的要因も影響していますが、業績が落ちてから回復す

ントになるように思われます。その最たるものはオフィスで、来

るたびにHEXELの利益体質は強化されているところに注目し

ると楽しいと思えるオフィスができたらWEBよりも深い情報交

てください。つまり業績回復はたんに景気が回復したからとい

換ができるに違いありません。そんな目的で本社8階はレイア

う訳ではなく、苦しい時代に積み重ねた改善の結果なのです。

ウト変更を進めており、ブーメランデスクでコミュニケーション

実際、第69期までの好業績は集合住宅と米軍の2本柱の確立

の深化を図るとともに、食事ができるスペースを整備したとこ

が大きな要因だったし、昨年までの6年間は大型物件やスー

ろ、ランチに人が集まるようになり、先日は退職者の簡素な送

パーゼネコンへの取り組みが実ったものです。さて昨年はコロ

思います。しかしだからと言って、ビジネスのスタイルが元に戻

別会も事務所で行いました。打合せをデジタル化しただけで

ナとオリンピック延期で、建設業も大きな影響を受けつつあり

るとは誰も思っていません。人が集まる場すべてに意味があ

は他社と同じで、競争優位は得られません。これからは場を盛

ます。それもただ景気が悪くて仕事が減るというだけでなく、

るわけではなかったという事実は、コロナ時代の一番大きな学

り上げる仕組みを作った企業が競争に勝てると思っています。

世の中の仕組みそのものが変わろうとしています。こんな時代

名の経験者（GUAMでの2名を含む、グラフを参照）も採用し

びでした。仕方なく始めたWEB会議は思いのほか効率的だっ

個性あふれる社員が多いHEXELは、この点でアドバンテージ

だからこそ、我々は新しい試みを始めて次の波に乗れるよう

たので、社員数はもうすぐ900名を超える見込みです。HEXEL

たし、現場の朝礼を代表者のみの出席としても事故は増えま

があるように思っています。

準備しなければなりません。とくにバランスシートに眠っている

は“人が集まり続ける会社”にまた一歩近づきました。新入生の

せんでした。WEBの授業も（面白いかどうかは別にして）、それ

皆さんは今日、社会人としての第一歩を踏み出しました。学生

なりに学べたと聞いています。ですからコロナが収まったとして

時代は学ぶことが生活の中心で、知識や人間関係といった財

もこの流れは止まることはなく、社内・社外ともに打合せや研

産をひたすら蓄積してきたわけですが、これからはそれを使っ

修で集まる機会は殆どなくなるでしょう。GUAMの案件では設

は、工事部はフル稼働しているものの利益率は低下傾向にあ

て社会に貢献する側に回ります。そういう自覚を持って、立派

計事務所がハワイ、元請けが米国のアラバマ州、米国製資材

り、期末シミュレーションでの実質利益は19億2800万円にと

な社会人を目指してください。コロナに関しては今ちょうど、社

の調達拠点はカリフォルニア、積算事務所はフィリピンのマニ

どまっています。ここから成果配分金を分配して税金を納める

会の構造やビジネス環境が変わり始めたところです。このよう

ラにあり、当社の所長はビザ申請の関係で東京にいます。これ

と、期末純利益は8億円に落ち込む計算になります。ここ6年ほ

な特別な年に入社した皆さんは、いわばニューノーマル最初

らの拠点を結んで施工検討会や現場の管理をしていますが、

ど続いてきた建設業の好況が終わりつつあるのかもしれませ

の世代と言えるわけで、同じものを見ても我々とは違って見え

BIMの有効活用とあわせて現場は順調に動いています。

ん。

ているはずです。その感性を大切にして、自分の感じることを

HEXELが部材の製造を委託する工場はメキシコにあり、以前

自然体で発信してください。我々も皆さんに技術や知識や経

は頻繁に行き来して品質管理をしていました。しかしこちらも

験を教えて、早く一人前のビジネスマンになれるよう後押しま

今は現地に行くことなく製造・出荷がされています。こういう動

2,500

す。今までは一方的に学ぶ立場でしたが、これからは学びな

きを国内の資材業者や現場管理にも適用してゆくことで、より

2,000

がら教える役割に変わります。HEXEL Worksは皆さんの活躍

柔軟に業務を行えるようになります。Teams上のチャネルを

1,500

を大いに期待しています。

使って非同期で行うバーチャル経営会議やバーチャル管理

1,000

本部会議も軌道に乗ったため、参加者は地理的制約に加え

500

President
知恵の出しどころ
今年は合計49名を採用
4月を迎え、HEXEL Worksに27名の仲間が加わりました。こ
のうち3名は女性、高校生は7名でした。さらにこの1年間で22

ポストコロナのコミュニケーション

て時間的制約からも解放されました。

大量の資金の活用は、投資やM&Aに活用したいと考えていま
す。広報活動や採用活動もYouTubeのようなメディアをもっ

時代の節目ごとに強くなるHEXEL
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社はすべてバーチャルで良いから事務所もいらないし、お客

いますが、これも時間の問題でしょう。今は人が集まることその

様とのアポも必要もなくなるという意見もあるようです。でも

HEXELは第66期から順調に業績を伸ばして第69期に12億

ものが悪のような扱いですが、これもいずれ是正されてゆくと

ちょっと待ってください。飲み会はやはりリアルが楽しいし、私

7800万円の純利益を記録し、翌第70期も10億円を確保しま

－

はそんな目で業務にあたってください。

700

種が順調に進んでいます。日本はまだ0.8%と大きく出遅れて

1

つながります。これこそが変わり続けるDNAです。幹部の方々

800

ここまでくると、ビジネスで顔を合わせる必要がないので、会

-500

る余地があります。とにかく視野を広く持つことが、次の飛躍に

社員数

イギリスの53%やアメリカの45%など、海外ではワクチン接

－

と使うべきです。初任給の見直しや高齢者の処遇改善も考え

さて4月を迎え、第80期も後半に突入しました。経営会議で

過去25年の業績と社員数の推移

300

－

自宅テラスのフレンチラベンダー
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Microsoft365全社導入

リニューアルしました

4階は会議室を増設しました。すべての部屋にモ
ニターが設置されており、リモート会議などにも対
応した部屋となっています。

8F

8階では一部ブーメランデスクを導入しました。こ
れにより、ゆとりある洗練された空間へと生まれ変わ
りました。

NewsWeekの取材を受けました！

上げてもらいました。実際に放送されると

Windows95でのプログラム開発を始め

現場の人や地元の友達などたくさんの人

てから20年以上経過し、Windowsのバー

から「観たよ」と声を掛けられ、CMの影響

ジョンアップとともにプログラムの改良を

力の大きさってすごいんだな！とびっくりし

行ってきました。

ながら少しだけ有名人気分を味わえまし

今回Microsoft365を全社導入すること
Boomerang Desk

た。CMに出られることはなかなかないと思

により、社員全てが同じoﬃce製品のバー

うのでいい経験になりました。

ジョンで運用することになります。今までは

（東京第一支店

Windows OSの32ビット版や64ビット版、
oﬃce製品のバージョン違い等を考慮しプ
★ブーメランデスクとは…！？
その名の通りブーメランのような形状をしており、従来の机より
もスペースが広いうえ、チームメイトとコミュニケーションを取
りやすい形をしたデスク。それ以外にも、アイデアが生まれやす
いというメリットもあるそうですよ。
スペースが広いので、資料を広げ
て説明できるのが魅力的。

★こだわりPoint
天井には各会議室のパネルが設置され、使用中の部屋は
ライトが点灯するので、どこの部屋が使用できるかひと
目で分かるようになっています！

ログラム制御を行ってきましたが、この制
御が不要となります。またMicrosoft365は
個人アカウントに紐付けされるため、今ま
でのように「PC購入毎にoﬃce製品必須」
という概念がなくなります。
今後はMicrosoft365を利用した新しい
サービスを提供していく予定です。
（システム開発部

足元も広々していて、開放的！
良いアイデアが生まれそう

榎本

聡）

が、プロデューサーの方の力で素敵に仕

全て英語で行われました

2月8日に長江社長がNewsWeekの取

貴洸さんVer.

技は支店の講習会に参加し、工具の使い方など一から教わり、作業に慣れることができました。仕事で配線図な
どを描いているときに、以前は分からないことが多くあったのですが、知識が増えた今は理解しながら描くことが
できています。他にも第二種電気工事士の知識を活用できる場面が多くあるので、学びを今後の業務に活かして

渡邊

奈生さんVer.

材を受けました。NewsWeekは1993年に
米国で創刊され、全世界で400万部近い
発行部数を持つ大手週刊誌です。
今回、「今後の日本の建設業界」をテー
マ に 当 社 が 取 材 対 象 とな り、 国 際 版 の

社内で受付のロゴ看板を作成！

NewsWeekにインタビュー記事が掲載さ

システム開発部で

れる予定です。海外に当社のアピールをす

は新しく3Dプリント、

る絶好の機会となりますので、営業ツール

切 削 、 レ ーザ ー 刻 印
を1台でこなせる

雑誌の発行は5月3日を予定しています。
勉強法として筆記では過去10年分の問題を解き、分からないことは全て先輩に聞き、教えていただきました。実

貴洸）

こちらのQRコードからご覧いただけます！
秋山

として是非お使いください！

第二種電気工事士に合格！海外採用含む若手社員4名が第二種電気工事士に合格しました。コメントを紹介します。

秋山

3in-1プリンタを導入

また、WebサイトWorldForioにもインタ

いたしました。

ビューと当社の紹介が掲載される予定で
す。

（GM部

長江

孝雄）

Web版のURL・QRコードは次号お知らせ
します。おたのしみに！！

今回経理部からの
依頼を受け、このプリンタのレーザー刻印
機能を使用して本社13階受付のロゴ看板
を製作しました。プリンタの動作環境を上
回るサイズへの刻印のため、ガイドを使用

いきたいです。
（東京第一支店

坂本

依真里）

スパイダープラスのCM撮影に参加

日本語はもとより、専門知識も難しいので、Raf先輩のもとで、2020年4月から試験の準備をしていました。最初

を行い対応いたしました。ウォールナットに
レーザーの焼き色がライトに照らされて渋

は知識が覚えられませんでしたが、1週間に過去問題を5つ回答するようにしていて、合格するほど知識を覚えて

い配色となっております。本社にお越しの際

きました。先輩と支店のサポートのおかげで、合格しました。今回の資格はファーストステップですが、立派な現場

は是非ご覧になってください。

代理人になるように、1級電気工事施工管理技士をはじめ、全ての資格試験をチャレンジしていきます！
（東北支店

した資材の固定や印刷開始位置の工夫等

（システム開発部

Lucas Niegel Reodica Cabading）

川上

貴司）

心機一転！清交会からHEXEL Clubに

最初は難しい漢字や専門用語の数に圧倒されました。現場でうまくやっているうちに、どうやってこの試験に合
格するのか心配でした。他の人とは異なり、筆記試験よりも実技試験の方が難しいと思いました。家ですべての
問題を一歩ずつ練習し、現場に居る時に上司や職人にアドバイスを求めて、無理そうな試験はどんどん合格で
きそうなものになってきました。ずっと心配していましたが、合格証明書を貰った瞬間に本当に感動して、安心しま
した。第二種で学んだ技術を仕事に活かしながら、次の第一種資格取得を目指して頑張ります！
（瀬戸内支店

緊張気味！？の秋山さん

1月に建築図面･現場管理アプリ「スパ
イダープラス」のCM撮影をしました。スパイ

Rosales Kenneth Rae Esturas）

ダープラスは、クラウドサーバーに保存した

2020年3月に来日して以来、最初の目標は第二種電気工事士に合格することでした。試験の問題は大学でも

大量の図面や写真をiPadなどのタブレット

学びましたが、日本語の難しい専門用語を暗記する必要がありました。それに技能試験は40分間と短いため、慣
れるまで何度も練習問題を繰り返し解きました。大変でしたが、勉強しながら、現場のことを詳しく理解できたの
で、一石二鳥だと感じました。次は第一種電気工事士に挑戦したいと思います。これからも興味を持って、さまざま
な課題に取り組んでいきたいです。

（九州支店

－

5

－

John Eric Tagorda Martin）

端末で管理できる図面管理・情報共有シ
ステムです。

素敵な名前に決まりました！

撮影当日は、照明やカメラ、ピンマイク

親睦相互扶助、福利厚生に関することは

が徐々にセットされどんどん緊張感が増し

「清交会」という会名称で長く活動しており

ていきました。支店での撮影だったため、恥

ましたが、この度、名称を「HEXEL Club」に

ずかしさもありうまくやれたか心配でした

変更いたしました。

－

6

－

information
新名称の募集から投票まで全社員に向
けTeams上で行い、得票数が一番多かっ
た名称に決定したのですが、HEXEL Club
と案を出したのは東京第一支店

大下管

理室長と私、2名がまったく同じ案を出して

経審結果発表

お世話になりました
下田

博さん （1967年入社）

原田

【経歴】
積算部→品質管理室→原価管理部→東京本店
→東京第一支店

敏明さん （2002年入社）
【経歴】横浜支店

代理人業務に挑戦されました！

リモート代人業務で感じたこと
約8ヵ月間、グ
アム に あ る 工 事
現場の業務をリ
モートワークで
行ってきました。
施工図や質疑書類、提出物等の作成もリ
モートで行えましたが、現場を実際に見る
ことができない分、細かい調整などをより
慎重に行うよう心掛けました。

て退職させていただくことになりました。
1967年入社、半世紀50年以上に渡りこ

圏の中でも特に都市

ている「自分の身を守

化 が 進 んで い る た

るために」「当社の災

め、ＪＡグループは、都市農業を守るととも

害記録」は昔からある

の会社に長く勤めさせていただけたのは
上司、先輩、同僚、後輩、友人に恵まれた
お蔭です。公私にわたり大変お世話になり
ましたこと、ありがたく厚くお礼申しあげま

2002年2月21日付で横浜支店に配属
になり、農家の有線放送設備撤去工事を
実施しました。

の会議は「Zoom」を使ってオンラインで行

と、無理な作業計画になっていないか見直

すが、皆様のさらなるご健康と、ご活躍をお
祈り申しあげます。

いきましょう。

われるのでグアムにいなくても参加するこ
とができております。
しかし、フロリダやハワイにある会社とは
時差があるため、会議が早朝や夜遅くに
なることもありました。リモートでも会議自
体は問題なく行うことができ、むしろ移動や
場所の確保などが不要なので時間の短縮
になり、その点はよかったと思います。
（GM部

Yambot Rafel Marte Perez）

下記のQRコードをそれぞれ読み取ると、
各サイトにアクセスでき、最新情報を確認できます。
会社HP
https://www.hexel.co.jp/

用

事

例

の

ご

紹

介

た。今回はHPFXを上手に活用している社員の事例を紹介します。ぜひ参考に
して、新しい働き方を取り入れてみてください！

デニム作業服

大阪支店

工事主任

佐々木

グアム支店

Low_Voltage Supervisor

海道支店へ取材
に行ってきました。

受注！
・十条駅西口地区市街地再開発
（東京第一・東京第二支店）
・吹田市千里丘北計画

（大阪支店）

こちらが用意した
Q&Aで応えるのと
違い、現場の生の声をお届けできました。
今後も支店に取材をしていきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

長江

孝雄）

今後は、現場で差し支えがないようでし

種時等に活用しています。

ます。

特大･女性向けなどさまざまなニーズにも

HPFX利用前は私の出社に合わせ

多くの会社の勤務時間とは少しず

て息子も朝早く登園していたのが、

れる形になりますが、教育関係の仕事

HPFXのおかげで普段通りの時間に

をしている妻の勤務時間と、ほぼ同じ

登園できるため、すごく助かっていま

時間帯になり、夫婦の生活リズムが合

す。(朝は着替え等イヤイヤする息子

うので助かっています。起床時間のズ

と時間との勝負…)

レがなくなり、コミュニケーションをとる

対応できます。

安全ポスター「だいすき」～安全ポスターに応募いただいた作 品を 毎 号３ 作品ずつご紹介します～
1月

2月

推しキャラ

三田村

美空さん

大好きな料理
畝

3月
大好きなおかし

恵鈴奈さん

畝

綺恵良さん

インラインスケート練習中
石田

こころさん

だいすきな おしゃれ
石田

時間が増えたように思います。

採用HP
https://www.hexel.co.jp/
recruiting/

夜残業するのではなくその時間分別

中抜け的な使い方は今のところあ

の日に朝早くきて仕事をすれば良い

りませんが、今後必要があれば活用し

YouTube
https://www.youtube.com/channel/
UC50eUvGbEKQoap2CwZupUfA
開設しました。次号、詳細をお知らせ！

のも働く母としては嬉しいです。

たいと考えています。
（北海道支店

阿部

槙吾）
（工事本部

三田村

洋一）

（瀬戸内支店

畝

太生）

－

（瀬戸内支店

8

－

薫

Noel Barcellos

こともあり、着心地のいいデニムとの声も

してみてください。在庫管理やコスト削減、

－

上げるために、北

義泰

ら1年が経ちました。ストレッチを効かせた

スライドする形でHPFXを利用してい

7

石垣

ボトムスをデニムスタイルに変更してか

が、急遽私が送りに行く時や予防接

－

場ITについて取り

（GM部

たら、各支店で市販品への切替えも検討

麻貴）

工事係

今回、初めて現

市販品へ切替可

私は、勤務時間を10:00～19:00に

井上

Innovator VOL.5 刊行しました

東北支店

Please Check It !! ⇒

朝は夫が保育園の送り担当です

（東京第一支店

勝秀）

ありました。

私のHPFXの使い方

お迎えの時間も決まっているため、

山本

1～3月の採用

ります。

ハイパーフレックスタイム制度（HPFX）が始まってから約半年が経過しまし

働くママの味方！

瀬戸内支店（住所・連絡先に変更なし）

Innovatorは公式HPにも掲載されてお

今まで本当にありがとうございました。

活

（経理部

作業に対し、「見える化」を図り作業前の朝

すことを実施し無事故無災害を継続して

X

必要です。

当社で多い災害、重大災害の恐れがある

日々行う作業に対しルールを見返すこ

こと、とても幸せでした。簡単ではございま

F

します。

安全ツールです。

六興電気、HEXEL Worksに入社できた

P

完成工事高438億円（対前期比12億円

礼、KY時に活用し再認識、意識付けを行う

大変お世話になりました。

す。

H

の名称を変更いたしましたので、お知らせ

ものではありません。

まだ初期段階の現場もあり、多くの会議
や調整が必要となっていますが、ほとんど

1,638点、管1,246点、通信977点でした。

評点ＵＰには、元請完成工事高の増加が

現在、各現場の担

に農家の資産管理事業も大切です。

この度、4月1日をもちまして、中国支店

ては増収増益となりました。今後のさらなる

英正）

当者・作業員に配布し

麻恵）
私事ですが、この度3月31日をもちまし

鈴里

第79期の経営事項審査結果は、電気

増）で、コロナ禍ではありましたが、業績とし

神奈川県は、首都

動にご期待ください！

GM部のRafaelさんが、リモートでの現場

（東京第一支店

で勤めてきました。

ただき幸栄です。HEXEL Clubの今後の活

見直そう作業計画
見返そう作業ルール

Ａ グ ル ープ に 定 年 ま

思って考えましたので、皆さんに選んでい

松井

過去の災害振り返り

まちづくりを求めて、Ｊ

親しみやすく、わかりやすいのがよいと

（開発営業部

各支店の安全朝礼などで採用された安全標語の
中から最優秀作品を選びました。

農と住の共生する

いたのです！記念に写真を撮りました（笑）

“HEXEL Works”が選ぶ優秀安全標語

瀬戸内支店へ名称変更

石田

朗啓）

こはるさん

竣工現場レポート
駅直結シニア向けマンション
当物件は、JR常磐線のひたち野う
しく駅からペデストリアンデッキを通じ
て駅直結の場所にあります。牛久市は
世界一高い大仏「牛久大仏」があり、
周辺は緑豊かな場所です。
施設内には、レストラン･温泉大浴

設計監理： 飛島建設㈱
工

建築概要： 延床面積18,799㎡、RC造、

にあります。大阪の中では都心よりで、それを売りにし

地上14階、226戸

ないとのことで、電気・設備のスタッフ
で、昼食に行き（コロナの最中だったの

電業者さんと打合せを行いました。検査の際は何度も同じ内容を繰り返し試験して

で食べるときは黙食）、激辛味噌煮込み

大変だった印象があります。

うどんを美味しくいただきました。ぜひお

いろいろとありましたが、無事故で竣工させることができ良かったと思います。

び抜けている物件になります。山形県
は日本一の芋煮会を行っており、巨大
な鍋を本物のバックホーでかき混ぜ
たり、新幹線が在来線と同じ路線を最高速度130Kｍで走ったりと面白い土地でし
た。
困ったことは、消防との打合せで、豪雪時の避難経路として屋上にホバリングス
ペースを設けてほしいとの要望があったのですが、消防でもホバリングの設置が初
めてで、なかなか打合せが進まなかったことです。雪を考慮し、QBの基礎や発電機
の基礎を、普段よりも高くし、各所に融雪設備を追加しなければいけませんでした。
現場は、外注業者のベテラン代理人を師匠とし、作業分担して無事故で竣工ま
でこぎつけ、最後に美味しい地酒を味わうことができ、満足して終えることができま
した。

（東北支店

－
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亀橋

－

店を見つけたら食べてみてください。

徹）

裕介）

工

建築概要： 延床面積10,824㎡、RC造、
地上19階、118戸
施工部署： 大阪支店
協力会社： ㈲橘電工

inside story
最寄り駅の大阪メトロ長堀鶴見緑地

たり、エントランス吹き抜けにカットガラス約300本か

線は京セラドーム大阪への交通手段と

らなるシャンデリア照明を取付けしたり、どう施工しよ

なっており、スポーツ観戦やライブ帰り

うか悩んだものも多々ありました。

のお客さんとバッティングすると満員に

住戸内は、基本的に薄型ダウンライトしか納まらない場所が多く、それも図面上

なるため、乗下車が大変でした。所轄の

10mmのクリアだけはあるといった状態で納まりが厳しいので施工検討は念入りに

消防署や、関西電力も京セラドームの

行いました。しかし、いざ施工に取り掛かってみると、ボックスの納まりが悪かった場

傍にあり、何かと京セラドームを見る機

所などがあり、まだまだ勉強不足だなと感じる点がありました。
（大阪支店

上田

期： 2018/6～2021/1

施工場所： 大阪府大阪市西区新町

外部ベンチウォール下部全面にテープライトをつけ

ラティ番組で「ばんどう太郎」が放映さ
れました。設備業者さんが行ったことが

設計監理： ㈱IAO竹田設計

デザインなどもこだわっており、電気設備としては

竣工・引渡し間際に、某県民ショーバ

ンターホンシステムが特殊で、警備・管理スタッフ用設備と連携が必要となり、弱

建てで、市内では周囲から頭一つ飛

もあり、力を入れて取り組まれておりました。

inside story

等の作業を職人さんと一緒にあっちこっちと慌てながら作業したことです。また、イ

ら歩いて15分ほどの場所にあり、20階

初めての大阪都心マンションプロジェクトということ

協力会社： 赤澤電気㈲、㈱北嶋、光基電設㈱

でタイトな工程のなか、他業者の資材を移動しつつ、墨出し・建込・配線・器具付け

当物件は、山形新幹線の山形駅か

た物件でもありました。また、施主の和田興産㈱様の

施工部署： 茨城支店

苦労した点は、1階の内装工事を進める上で、各業者さんの資材が多く、検査ま

おしょうしな～山形

当物件は、大阪メトロ長堀鶴見緑地線の心斎橋駅

期： 2019/5～2020/11

施工場所： 茨城県牛久市ひたち野東

局を併設し、24時間管理スタッフもおり、高齢者の方が安心して住める物件です。

飯山

契 約 先： ㈱鴻池組

よりひと駅行った西大橋駅から徒歩5分の西区新町

場（人工）・娯楽施設等の多様な共用空間があり、提携の総合病院のクリニック・薬

（茨城支店

大阪都心初の「ワコーレ」

契 約 先： 飛島建設㈱

会は多かったです。

陽平）

契 約 先： 大豊建設㈱

敷地面積60,000㎡超の

契 約 先： ㈱熊谷組

設計監理： ㈱創建設計

大自然に建設

設計監理： ㈱熊谷組

工

期： 2019/2～2021/3

当物件は、北陸新幹線の軽井沢駅

施工場所： 山形県山形市十日町

から車で15分ほどの場所にあり、佐久

建築概要： 延床面積20,929㎡、RC造、
地上20階、171戸

や上田へアクセスがしやすい位置に

施工部署： 東北支店

なっております。

協力会社： ㈲ツボイ電設、アベ電工㈱、大日電気工業㈱

inside story
建築から住んでほしい家があると言
われ、調べると家を出て30秒で現場に
到着するという好立地でした。所長か
ら、自然災害が起きた際はよろしくと伝
言があり、左から右に流していたのです
が、竣工間際に震度6以上の地震に見
舞われ、夜中に所長と散歩をするという
思い出を残すことができました…。

本館1階にはレストランがあり、水景
上部にペンダント照明を設置して水景演出を行っております。2階正面玄関から内
部に入るとチェックインラウンジがあり、5階にはウィンターガーデンがあります。本
館各階に客室があり、浴室は大型浴槽で温泉となっております。コテージ棟も9棟あ
り、同仕様となっておりますが、ペット可能なコテージ棟も設置されております。
現場で苦労した点はいろいろとありますが、特に外構工事が大変でした。工事着
手前は森林(山)だったため、開発工事を経て、地形がほぼ仕上がっており、尚且つ
雨水桝・トレンチが既に設置してある中での工事でした。関係方と何度も打合せを
して、掘削ルートを決め、インフラを傷つけず、無事に工事を終えることができまし
た。

（北関東支店

－
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竹田

－

修一）

工

期： 2019/4～2021/1

施工場所： 長野県北佐久郡御代田町
建築概要： (本館)延床面積6,971㎡、RC造、地上5階
(コテージ)延床面積1,507㎡、W造、地上1階
(社員寮)延床面積382㎡、W造、地上2階 他
施工部署： 北関東支店
協力会社： サカイ電設、青木電気、柏屋電気、
LIGHTING WORK

inside story
カメムシが大量発生し、現場事務所
内に1日約30匹以上侵入してきて、大騒
ぎ!!カメムシは数㎜の隙間から侵入して
きます。事務所の隙間を全て養生テープ
で塞ぎ、換気扇は防虫ネットを貼り付け
ました。虫はどこから侵入してくるか分か
らないので、皆様ご注意ください。

発行：株式会社HEXEL Works
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