
vol★蓄電地のおすすめ

　ｽﾏｰﾄHEMS、太陽光発電ｼｽﾃﾑ、
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池、ｴｺｷｭｰﾄ

IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ、創蓄連携ｼｽﾃﾑ

エナジーソリューション

　屋根材、窯業外壁材、
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

外装建材

月刊 vol9イベント情報！！
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ＮＥＷ　ＢＯＸ　２０１６

進化していくパナソニックさんの商品を実際に見て頂き、
今後のヒントにして頂ければと思います。

新商品発売に伴い、
ショウルームの商品入替え改装工事を致します。

６月２３日は臨時休館とさせていただき、
６月２４日通常営業致します。

商品入れ替え改装工事６月末日予定

【京都ショールーム】

【滋賀ショールーム】

是非ご参加お待ちしております！

パナソニックさんの新商品内覧会
「ＮＥＷ　ＢＯＸ」 が今年も開催されます。
照明器具 ・ 電気設備 ・ 水まわり設備
内装建材 ・ 外装建材などなど。
パナソニックグループの幅広い商品を
見ることができます。

アイジーフェアを開催致します。
新商品、 開発中の商品の展示や、
アイジー商品をより深くご理解
いただける企画を多数ご用意しております。
ぜひ 「アイジーフェア２０１６」 へご来場ください。

ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ、ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ、洗面化粧台、
ﾄｲﾚ、VERITISｲﾝﾃﾘｱ建材ﾘﾌｫﾑｽ、
新ｲﾝﾃﾘｱAP、宅配ﾎﾞｯｸｽｺﾝﾎﾞ

水まわり設備 ・内装建材

６日 ・ ７日１０ ： ００～１８ ： ００

１０ ： ００～１７ ： ００

場所 ： マイドームおおさか　３階　Ｅホール

８日１０ ： ００～１７ ： ００

（受付終了１７：３０）

（受付終了１６：３０）

●「梅田方面から」
地下鉄中央線「本町」から
コスモスクエア経由で約 20 分

【アクセス】

●「新大阪駅方面から」
地下鉄中央線「本町」
で中央線に乗換え、
コスモスクエア経由で約 40 分大阪府大阪市住之江区南港北 2-1-10

大阪府大阪市中央区本町橋 2-5
ＴＥＬ： 06-6947-4321

HomeArchi、建築化照明、
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ

美ﾙｯｸ、LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

先進のあかり

　iDｼﾘｰｽﾞ
（PiPit 調光ｼﾘｰｽﾞ、ｸﾞﾚｱｾｰﾌﾞﾗｲﾄﾊﾞｰ）

TOLSO、LED 投光器
高天井用 LED 照明器具、

Emanage,ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ、ｽｯｷﾘﾎﾟｰﾙﾌﾟﾗｽ

建築設備

ｴｱｺﾝ、IAQ 熱交換気ｼｽﾃﾑ、
ADVANCEｼﾘｰｽﾞ、ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ、

ｽﾏｰﾄｺｽﾓ

電気設備

〒601-8127   京都市南区上鳥羽北花名町 34

トレードセンター前
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新商品内覧会

●新商品コーナー　
●リフォームコーナー　
●Ｓ造コーナー
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ご来場のみなさまに

記念品贈呈

会場

075-691-0863　

〒520-3035　栗東市霊仙寺 5-4-18

＜★アドバイザーによるご案内ご希望の方へ★＞
ご予約優先でご案内しております。 お電話にてご予約下さい。

077-554-5630

開館時間 10:00 ～ 17:00 

開館時間 10:00 ～ 17:00 
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メルマガ会員募集中！
新商品 ・ セール商品 ・ 瑕疵保険関係 ・ 国土交通省関連など、
販売促進に繋がるお得な情報をいち早くお届けします！ まだ登録されていないお客様は

登録してますか？ a-matoba
@heiankenzai.co.jp

まで御会社名 ・ 担当者名を記入してメールをお願いします。

NO.3

お問い合わせ 075-312-3221TEL

企画部

ＨＫＺ.2015.7

西国３３か所めぐり ＶＯＬ.1

梅雨の時期がやってきましたね。
[平安通信 ]の編集を担当している企画部の稲岡です。
　
皆様は休日をどのように過ごしていますか？
私は梅雨の合間の晴れの日を利用し滋賀県に山登りに
行ってきました。金勝アルプスと言われる場所です。
標高６０５mの竜王山と鶏冠山４９１mの山々です。
とても低い山ですが、沢や滝、稜線には風化した巨岩
・奇岩があり、とっても面白い山でした♪
たまの気分転換にいいものですよ。
　
さて、今年の春に各メーカー様より新商品が沢山発売
されました。その商品を実際に見る事が出来るイベント
が続々開催されています。この機会に是非ご参加下さい。
又、今月号でご紹介させて頂いている地盤改良！
お客様はどうでしょうか？ご存知でしたでしょうか？
業者にまるまる任せてしまって見落としがちですよね、
是非是非ご検討して見て下さいね。

第一番 那智山・青岸渡寺（ なちざんせいがんとじ）  

正式には西国三十三所といい、 約１３００年の歴史を持つ日本最古の巡礼路で老若
男女を問わず、 国宝や重要文化財を見たり御朱印を集めたり人気の巡礼コースです。
過去に巡礼してきたことがありますので、 順番にご紹介してみたいと思います。

西国三十三所めぐりの第一番札所は紀伊半島南方の
那智勝浦にあり、 名前の通り那智大滝が三重塔の
後方に見えるロケーションが素敵な場所にあります。
本堂下の山門までは車で行けますが、
少し熊野古道を歩いて行くのも良いかも知れません。

近くの土産物店の店先にはありました！
那智と言えば那智黒あめでしょう！

企画部　稲岡 企画部　水嶋

その地盤改良工事！　本当に必要でしょうか？

あんしん住宅瑕疵保険

セットでおすすめ !!

義務化保険住宅あんしん

●現在、 戸建て住宅のほとんどがＳＳ試験 (ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ式ｻｳﾃﾞｨﾝｸﾞ試験 ) という方法で地盤調査を行う事が一般です。

採取した土質の含水比計測等の調査 ・解析を

短時間 ・ 低コストで調査が可能
土の硬軟の算出に有効。

最大で地表面から５ｍ下まで土を採取し土質を明確にします。
さらに採取した土の解析を行います。

●詳細な土質の解析がしにくい。
●機械によりデーターが異なる

土質などは推定するしかありません。
判断材料が少ない為、

安全度を過剰に見て
改良工事が必要の判定！

詳細に行うことで判断材料が多くなり
安全の確認 ・過剰な改良工事の抑制が行えます。

●改良工事会社の増加
効率化のため全自動のＳＳ試験も増え調査データー
の記載に問題がある場合が多くなっている。

そこで！私達がおすすめするのが！

さらに♪

精度 ・解析ともに高水準

⇒

⇒

適切な地盤調査と解析を行う事で、 皆様の安心 ・安全 ・ コスト削減に繋げたいと思います。

地中埋設物有物件として資産価値が下がってしまう。
改良工事が必要な物件もありますが、
必要がない場合は当然しない方がいい。

瑕疵保険で
地盤もカバー
できます！

さて皆様、 地盤調査 ・地盤改良判定どのように行われていますか？

地盤調査コーナーの

しかし

改良工事会社が 改良工事

不要な改良工事をなくす！！

●改良工事をしてある土地は資産価値が下がる

●改良工事費は非常に高額なため
   資産計画を大きく変更せざる得ないケースも。

詳しくは、お問い合わせ
お待ちしております！！

＋

今まで、、、 ＳＳ試験
（スウェーデン式サウンディング試験）

全自動

ＳＳ試験
（スウェーデン式サウンディング試験）

半自動

西国三十三箇所巡礼を行ってきたお話です。

ムダな改良工事
行ってないですか？
大切な地盤の事見直して
みてはいかがでしょうか？

★ハンドオーガーボーリング調査

地盤の不同沈下により建物への損害
が生じた場合でも、 基礎の瑕疵として
補修するための費用を保険で対応する
ことができます。

皆様いつもお疲れ様です。
たまには、
ひと息旅に出てみるのも
いいものです♪

現在、 瑕疵保険の必須書類として地盤調査の考察 （地盤調査判定結果） が必要となりますが、
その考察の多くは地盤改良工事を主業としている会社が考察を提出しています。
地盤調査→データ解析→判定 （考察）→改良工事と一つの会社が全てを行っています。
はたして公平に解析 ・ 判定ができているのでしょうか？

近年では曖昧な考察や過剰な改良工事が増加していますし、
結果的に改良工事をしたにも関わらず不同沈下等の事故が発生しているのです。

そこで、 私達は地盤調査 ・ 解析と地盤改良を行う業者を分ける本来の姿に戻し、
ＳＳ試験 （半自動） と併せて土を掘起し土質解析するハンドオーガーボーリング調査を行う事で
精度の高い判定を出す事が可能となり、 過剰な改良工事を防げるのです。

『あんしんするぞぅ』 


