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予定表

日

月

火

水

木

金

土

7/25

26

27

28
定休日

29

30

31

FM にいつ
『ありがとうございます』
12：00～12：30

8/1
予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

8
予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

15

1 資金計画勉強会
○
2 土地セミナー
○
3 設計相談会
○
10：00～12：30
13：30～16：00
時間は全て共通です

22

2

予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00
FM にいつ
『ありがとうございます』
12：00～12：30

9 振替休日

3
予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

10

FM にいつ
『ありがとうございます』
12：00～12：30

16

17

30
FM にいつ
『ありがとうございます』
12：00～12：30

FM にいつ
『ありがとうございます』
19：00～19：30

11
定休日

5
予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

6

7

予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

12

13

18
定休日

14

19

20

21

26

27

28

2

3

4

1 資金計画勉強会
○
2 土地セミナー
○
3 設計相談会
○
10：00～12：30
13：30～16：00
時間は全て共通です

FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30

24

FM にいつ
『ありがとうございます』
12：00～12：30

29

4

予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30

FM にいつ
『ありがとうございます』
12：00～12：30

23

予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30

25
定休日
FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30

31

9/1
定休日
FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30

家づくりは「物づくり」と「事づくり」
づくり
弊社は木造住宅をメインに作らせていただいています。
「家づくり」は「物」が良くなくては駄目だと思
っています。家その物が超一流であることはとても重要です。丈夫で長持ち、耐震性、省エネ、化学物質
によるシックハウス対策等のレベルが高いと言うことです。同じ家なのに普通の会社と超一流の会社で作
る「家」は全く「物」が違うと思います。それに「安心して暮らせる事」等の付加価値が加わる事により、
素晴らしい「物づくり」
「事づくり」の住まいが出来ると思います。
安心して暮らす為にはアフターフォローや保証やサービス等の対応が充実していることもとても大切だ
と思います。
家づくりは「物づくり！」が最も重要でそれをベースに「事」等の提供価値が大きいと満足度の高い住
まいで安心して充実した暮らしが出来ると思います。
今後も全国トップレベルの「物づくり」に挑戦し続けたいと思います！

≪経営ビジョン≫

≪経営理念≫

感謝の想いを持ち続け地域密着により日々成長
『安心』『安全』『健康』の提供による社会貢献

全国トップレベルの「人づくり」
「サービスづくり」
「ものづくり」
を目指し、地域のお客様から愛
され必要とされるエリア№１の
トータル・ライフ・サポート企業
になるべくディズニーランドの
ような建設業になる

先義後利と地域への貢献
、
弊社では物の見方、考え方で「先義後利」を大切にしています。喜んでもらうことが先で利益は後で良い
と言う考え方です。もう少し詳しくお伝えすると「喜んでもらう事が先で得た利益は地域社会に還元し皆様
の幸せの為に尽くす」です。
地域社会とはお客様、社員さんやその家族、職人さんやその家族、会社とこの地域です。
地域と共に成長発展出来ることを願っています。
今後共、よろしくお願いいたします。

ご好意「ありがとうございます」

ha！

新型コロナウイルス感染対策として、うつさないようお客様宅の訪問時はマスクを着用し飲食はしないよ
う努めて来ました。
最近はご好意で飲食を勧めて下さる方が多くなりました。その都度、主旨を説明してお断りしていました
が方針を変えさせていただきます。食べ物は別としてご好意でのお茶等はその場の者の判断にまかせること
にしました。よろしくお願いいたします。
感染対策を心がけつつ状況に合わせた対応とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

感謝！

ha！
４月２５日に開催させていただいたお楽しみ抽選会で白根グレープガーデンさんへの招待券を当選され
た多くの皆様からお礼の声をいただきました。とても楽しんでいただけたようで良かったです。
６月末までの有効期限でしたが「いちごが少なくなっていたので、さくらんぼ狩りに変えてもらいました」
との声もいただきました。
白根グレープガーデン様に感謝です。
「ありがとうございます」

もっと伝えた方が良いです！
① １０年間原則修理は無料。家に付帯している住宅設備等も含め「物」等の修理については、お引渡し後１０
年間は無料です。数十万円程もかかる場合がありますが、安心して暮らしていただく為の仕組みの１つとさ
せていただいています。
② 上棟（家の骨組を作る）時は木材等を雨に濡らさないよう、降水確率が４０％以上の場合は中止にしていま
す。
手配したクレーンや大工さん方には中止による損害費用として当日分をお支払いしています。
③ お施主様にお引渡しをした後にもアンケートをお願いしています。普通は経過年数が多くなるとアンケート
による満足度は下がって行くそうです。
弊社は１０年後も１５年後も満足度の高い評価をいただけることが多いです。家に住まわれてから満足度が
上がる場合が良くあり嬉しいです。
一般社団法人日本中小建設業 CS 経営支援機構 本多民治代表理事から上記のような会社はほとんど無いからも
っと伝えるようにした方が良いとアドバイスをいただきました(^O^)

不動産情報

【貸家】仲介
・秋葉区金沢町１丁目地内 貸家 A 棟
・木造瓦葺き２階建て
・２ＤＫ １Ｆ ＬＤＫ（９.７） ２Ｆ 和６・洋６
・家賃 ５５,０００円（駐車場２台込み）
・入居日 即入居可能
詳細はお問合せください！ ☎0250-22-2392

あなたの為のオリジナル曲をプレゼント
番組の感想を添え、オリジナル曲希望と書いて番組までお寄せください。
毎月抽選で１名様に地元新潟市秋葉区出身のシンガーソングライター小林楓さんの作るあなたの為の
オリジナル曲をプレゼントさせていただきます。
「自分への応援歌」
「ご家族への感謝」
「奥様やご主人への想い」そんな身近で大切な方へのプレゼントは
いかがですか！世界に１つだけのオリジナル曲です。当選した方々からはとても喜んでいただいています。
送り先

【ＦＡＸ】0250-23-5100

【メール】mail@chat761.com

お待ちしています！！

コミュニティースタジオに収録の応援に来てください(^O^)
【ゲストの紹介】
放送

８月１６日（月）１２：００～１２：３０
「コスメ・デ・クルール」 店長 松本真実様

身近なお役立ち情
報や楽しいお話が
聞けると思います。

（収録日！８月１０日（火）１４：００～１４：３０）
放送

８月２３日（月） １２：００～１２：３０
「かんばらの里・こうめの里」 園長 宮崎則男様
（収録日！８月１０日（火）１４：３５～１５：０５

放送

８月３０日（月） １２：００～１２：３０
「新津税務署管内納税貯蓄組合連合会会長」「川村巧磨税理士事務所」川村巧磨様
（収録日！８月２４日（火）１４：００～１４：３０）

放送

９月 ６日（月） １２：００～１２：３０
オリジナル曲当選者様
（収録日！８月２４日（火）１４：３５～１５：０５）

社長の念い

≪チームモロハシの皆様へありがとう （令和 ３年 ７月分）≫

チームモロハシの皆様、今月もご協力いただきありがとうございました。
毎月、業者勉強会の代わりに弊社のホームページから動画を見て設問用紙に記入し提出していただいております。い
つも提出してくださる方、ありがとうございます。
その中で今回は「現場でのちょっとした取組について」という設問で、足場業者の双建さんの「昇降階段に芝マット
をボルトで固定してあり登りやすい」と事例を上げたら、さっそく同じ足場業者のタカヒロさんが同じことをしてくれ
ました。
タカヒロさんは対応が早い！いつも設問表の提出は 1 番で、認定書をお持ちの全員が一生懸命記入していただいて
います。また、リーダーの高橋さんからは「参考に他社さんの設問表にどの様なことが書いてあるか勉強したいので見
せてほしい」と要望もあり勉強する姿勢に感動しました。
日々の業務とは別に動画視聴などでご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

≪スタッフの皆様へありがとう （令和 ３年 ７月分）≫
スタッフの皆さん今月もありがとうございました。
弊社の考え方の一つに「先義後利」という思想があります。これは皆さんに言うまでもなく、先に喜んでいた
だいて利益は後からついてくるという考え方です。
ある研修で講師からは先義後利はいいけれど、それが儲からなければただのボランティアだと言われます。
それはそうなのだろうが、何か腑に落ちない気持ちでした。中途半端にやっていたらそうだと思いますが中央
タクシーさんのように本気でその人の為、お客様の為、社員さんの為、業者さんの為、家族の為、地域の為と思
い行動したら気持ちは伝わるし、もし、それでも利益が無くても私は良いかなと思っています。
研修の講師は、その「先義後利」の難しさが分かっているから簡単なことは言えないのだと思いました。

会長の念い

≪会長から業者さんへのメッセージ （令和 ３年 ７月分）≫

皆様今月もありがとうございました。
業界の現状の把握が十分でないので申し訳ありませんが「コロナ禍」や「ウッドショック」等の影響を
受けている会社とそうでもない会社等様々あるようです。
同じ業界なのに何故そんなに差があるのか良くわかりませんが・・・。ただ言えることの１つとして、冷静に現状を
受け止め全体のバランスを考えた短期的、中期的、長期的な対応をコツコツと実践して行くことは大切なようです。
特にチームモロハシの皆様からは頑張っていただいていますので、今後も皆様をお守りしさらに信頼関係が築ける
よう努めたいと考えています。
超一流の仕事のベースは超一流の「物づくり力」だと思います。
超一流と認めていただける「家」を作りお施主様や工事現場近隣の皆様から喜んでいただける対応の実践を願ってい
ます。全国トップレベルの「品質」
「安全」「現場環境」「マナー」！！！
今後共、よろしくお願いいたします。

≪会長から社員さんへのメッセージ （令和 ３年 ７月分）≫
皆様、今月もありがとうございました。
弊社の休みは「１年単位の変形労働時間制」で年間休日を８７日間としていましたが、日曜、祝日等のお休みも含め
年間の休日を増やして欲しいとの要望を叶える為、休日日数を増やすことにしました。
現状でも忙しい中で休日を増やすわけですから人員の増員も実践したいと考えています。それと平衡して生産性も上げ
る努力も必要だと思います。
また、増員はしますが現状の人員でも休日が増えた分の生産性の上がる対策を考え提案していただけるとありがたい
です。
個々のスキルアップや仕組みの変更あるいは新たな仕組み作り等のアイディアもあると思います。
可能思考（肯定的、前向き、積極的、建設的、協調性、プラス思考、やり抜く力）で「出来る方法」考え実践して行
きましょう！
生産性が上がる社風を目指し環境も整えたいと考えています。
今後共、よろしくお願いいたします。

