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TELお問い合わせ 075-312-3820
営業本部

077-569-4561
滋賀営業部

期間
限定 お買い得商品

ヘルシオグリエ

 中はふんわり。
外はサクッ！

① ② ③ ④

たっぷりの過熱水蒸気で、
焼きたてのようなおいしさに。

作りたてのようなおいしさ &
余分な油を落としてヘルシー。

サクサクッ揚げたてみたいに

ダウン ダウン

※①カロリー 〔えびの天ぷら〕 《RE-SS10C レンジ加熱》 434kcal 《 ヘルシオ グリエ AX-H1》 397kca 【l 分析依頼先】 （一財） 日本食品分析センター 【分析試験成績書発行日および番号】 H28.7.28 第 16076829001-0101 号他 結果より当社にてカロリーを算出。

いつものトーストがごちそうに！
モーニングセットを同時調理。

卵はとろーり。トーストはこんがり、

ノンフライ調理で、
うれしいカロリーダウン。

しかも、 ヘルシー。

お肉がジューシー。

※②カロリー 〔鶏のから揚げ〕 《天ぷら鍋》 282kcal 《ヘルシオ グリエ AX-H1》 246kcal 【分析依頼先】 （一財） 日本食品分析センター 【分析試験成績書発行日および番号】 H28.6.27 第 16062100001-0101 号他 結果より当社にてカロリーを算出。

電子レンジ
と比較

天ぷら鍋
と比較

6※②※①

ウォーターオーブン専用機

過熱水蒸気で焼くから
美味しい！

ノンフライ調理
お惣菜の脱油

健康効果

日頃お世話になっているお客様へ。

その辺の
オーブントースター
とは一味違います！
絶対おすすめ！
お得です！

★

限定３０台

（税別）

水蒸気をさらに加熱すると、 100℃を超える温度に加熱
された水蒸気に変わります。 それが 「過熱水蒸気」。
ヘルシオ グリエは高い熱量を持つ過熱水蒸気を熱源とし、
食材の中心まですばやく加熱しながら表面を焼き上げます。

たっぷりの過熱水蒸気を使うから、 セットメニューも
冷凍食品も上手に加熱し、 おいしく仕上げます。

ちがいの秘密は！

過熱水蒸気 メニュー例 !!

パンと
おかずの食材を
トレイにのせる。

アルミカップは
トレイに
押さえつけて
密着させる。

モーニングセット

（中） 約６分

時間のない朝でも ・ ・ ・
トーストとおかずを同時に。

普通のトースターでは
出来ないすご技です！

●ノンフライ調理

●焼き野菜

1. 野菜 （ﾊﾟﾌﾟﾘｶ、 にんじんなど約 50g）
は 7 ～ 8 ㎜厚さに切る。
2.ﾄﾚｲにｱﾙﾐｶｯﾌﾟをのせて卵を割り入れ、
1 の野菜とﾊﾟﾝをのせる。

1. 鶏もも肉 1 枚 （250ｇ） を 10 等分に切る。
2. から揚げ粉をまぶし、 余分な粉を払って、
皮を下にしてトレイに並べて焼く。

好みの野菜
（パプリカ、 にんじんなど
7 ～ 8 ㎜厚さに切ったもの）
/150ｇ

●ノンフライ調理 鳥の唐揚げ

（中） 約８分～９分

（中） 約６分～７分

パンを
焼く

ノンフライ
調理

モーニング
セット

焼き物
調理

パンを
加熱する

お惣菜を
加熱する

お買い得商品情報！
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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。

お問い合わせ 075-312-3221

075-312-3221

TEL

企画部

ＨＫＺ.2015.7

あんしん住宅瑕疵保険
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。

義務化保険住宅あんしん なら！

ＳＳ試験
（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾃﾞｨﾝｸﾞ試験） ハンドオーガーボーリング調査

採取した土質の含水比計測

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
を試験して解析を行います。

●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
剰に見てしまい改良判定が増える
場合があります。

調査を詳細に行うことにより、 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。

判定は各社が告示基準を元に、自社で基準を作り行っています。
この基準が厳しすぎたり、改良工事の受注を不必要に受けたり、
詳細な解析を行わずにデーターの一部を重要視している事があります。

多くの場合、 地盤改良判定には、 改良工事会社が、 地盤調査→解析→改良工事
と受注していきますが、 公平に解析ができるのでしょうか？
過剰な改良工事を行う事になっていないでしょうか？

そこで！
「地盤調査 ・解析」 と 「改良工事」 を分け、 本来の姿に戻すことで、
過剰な工事を防ぎ、 適切な解析結果を導く事業を始めております。

 

地盤の事考えませんか？
そうする事でムダを削減できるかもしれません。

本当にその
地盤改良

必要ですか？

基礎も
カバー

できます！

コーナーの

改良
判定

【SS試験のみ】

★おすすめ！

15：00 ～ 17：30
場所：平安建材株式会社　本社４階（大会議室）

説明内容及び説明員

説明会

京都市右京区西京極北庄境町 27-1

株式会社アースレイズ　一級建築士事務所
代表取締役　古澤様 ・一級建築士　北村様

株式会社住宅あんしん保証　西日本営業部
大阪営業所　小菅様

①不必要な地盤改良を無くす地盤解析事業

②瑕疵保険法人が提供する不同沈下上乗せ特約

＋
参加お待ちしております。

FAX にて 「地盤解析事業説明会」 参加申込とご記入の上、
参加者様の御会社名、 御役職名、 御名前を御記入頂き FAX 頂くか、
水嶋までご連絡頂ける様宜しくお願いします。

ご参加の方は企画部　水嶋まで！

お問い合わせは　「住宅ストック支援事業事務局」 まで！

平安建材株式会社　企画部まで！

FAX：075-312-3145
TEL：075-312-3221

企画部
水嶋まで！

住宅ストック支援事業

事業者登録がはじまっています！

平安建材は申請
受付窓口では
ありません。

お施主様から 「住宅ストック」 の補助金を貰いたい！
など補助金を活用しての依頼があった場合、
事業者登録が出来ていないと申請ができません。
また、 契約や着工は事業者登録後となりますので
仕事の有無を問わず登録する事をおすすめします。

★エコリフォームに対する支援
C. 木造住宅の劣化対策工事には
E. リフォーム瑕疵保険には

★既存住宅の購入に対する支援

https://
stock-jutaku.jp

ホームページ

事業者登録

https://
stock-jutaku.jp
/register/

住宅ストック循環支援事業事務局

平安建材株式会社　企画部

０５７０-０６９-８８８

３ 31事業者
登録期限 メ切り

保険の事は！

ムダ
削減

リフォーム瑕疵保険
　　　　　の加入が必要です。

既存住宅売買瑕疵保険
　　　　　の加入が必要です。

保険の事は
平安建材株式会社まで！

より お客様へ

京ぐらしより

2016 年も残すところあとわずかとなりました。
本年は大変お世話になりありがとうございます。
12 月に西ノ京物件が着工致しました。
来年の春に完成予定です。

来る年も変わらぬ御愛顧のほど、 宜しくお願い申し上げます。

年末の営業

新年の営業

より

本年中は大変お世話になりまことに
　　　　　　有り難く厚く御礼申し上げます。

無事、本年を終える事ができますのも、
得意先様、メーカー様、商社様の御蔭と感謝しております。
本年は、来る 2019 年の消費増税後の市況に対応する為の
準備の年と位置付けて機能強化を図ってまいりました。

1 つ目は、
設計機能で確認申請や耐震診断、計画、各種申請業務です。

３つ目は、
施工機能で外装材、屋根、太陽光工事だけではなく住宅設備
の取り替え等の付帯工事もできる体制を構築中です。

また得意先様の窓口となる営業スタッフも精力的に増やし
きめ細かい応対が出来る様にして参ります。
今まで以上に得意先様に喜んで頂く為に、社員一同邁進して
参りますので来年もより一層のご高配賜ります様
宜しくお願い致します。

２つ目は、
サポート機能でゲストハウス申請、補助金の申請のサポート
業務です。

平成２８年１２月
常務取締役　玉田　均

年末年始の営業予定


