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予約完成見学会
限定 4 組
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予約完成見学会
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職人さんとスタッフさんに感謝
づくり
業界的にはウッドショックや各種製品の納期遅れ等で大変な状況だと言われています。弊社は、問題はな
！
いとはいえませんが今のところ一部の製品が手配出来なく着手をお待ちいただいているケースが１～２件あ
りますが、工事の遅れでお客様へのお引き渡しが遅れた新築工事はほとんど（全く）ありません。
ha！
何故影響が少ないかを考えてみました。
業者さんが限られた物をどこに納入するか判断する場合、常日頃から良い関係のところに・・・。と思うの
ではないか？と・・・。
今迄どんな取り組みをしてきているか列記してみました。
①工事に関わっている会社さんへの支払いは現金です。
②業者さん方にニュースレターをほぼ毎月 10 年以上お届けしています。
③業者さんに、社長と会長からのお礼等のメッセージを毎月 10 年以上

②ニュースレター

FAX でお届けしています。
④職人さんや業者さんと参加者 30～70 名程度の勉強会をほぼ毎月 10 年
以上続けてきました。
（コロナ禍の為、一時的に中断しましたが最近は Zoom によるリモート
④リモート勉強会

をメインに実施しています）
⑤現在コロナ禍の為、中止していますがディスカッション等を
取り入れた参加型の 120～180 名参加の顧客満足研修兼安全
大会を毎年１～２回、10 年くらい続けてきました。
⑥職人さん方等への利益還元を毎年ではありませんが決算状況
により実施しています。前期は弊社で仕事をさせて頂いた事の

⑤顧客満足研修兼安全大会

あるお店等で使える弊社オリジナルチケット「ありがとうギフ
トチケット」を弊社の仕事が出来る認定証を発行している職人
さん等全員にプレゼントさせて頂きました。

⑥ありがとうギフトチケット

【オリジナルギフトチケットが使える協力店さん一覧】
名 前

カテゴリー

住所

ラスの事に焦点を当てる
(^O^)
自動車
旭自動車工業㈱
新潟市秋葉区新津本町4-27-18

ha！
体

整
菓

子

電話番号
0250-22-1347

荒木整体療術院

新潟市秋葉区金沢町4-1-14

0250-24-2200

菓子工房 マツサカヤ

新潟市秋葉区金沢町2-5-33

0250-22-1159

マフィンベル

新潟市秋葉区中沢町16-32

0250-22-3351

さかつめ整骨院鍼灸院

新潟市秋葉区美善1-5-35

0250-22-3351

小島動物病院
アニマルウェルネスセンター

新潟市秋葉区秋葉2-14-68

0250-24-2223

イラスト

小柳未来

新潟市秋葉区秋葉2-14-68

090-7276-7887

理美容

サロンド・ケイ

新潟市秋葉区新津本町2-3-4

0250-24-7505

㈱鈴木カバン店

新潟市秋葉区新津本町3-2-18

0250-22-6689

パン
整骨院
動物病院

薬

局

春日薬局 本店

新潟市秋葉区新津本町3-9-10

0250-22-0638

飲

食

割烹おぐま

新潟市秋葉区新津本町4-14-5

0250-22-3004

直寿司

新潟市秋葉区新津本町2-5-21

0250-22-0004

飲

食

カフェ エヴィンダ マルコ

新潟市秋葉区新津本町2-3-2

0250-25-1585

理美容

バーバーショップ アラキ

新潟市秋葉区金沢町2-5-30

0250-22-3526

飲

食

カフェギャラリー やまぼうし

新潟市秋葉区あおば通1-10-9

0250-25-1181

理美容

美容室 Ｇｏｏｈ

新潟市秋葉区新津東町1-7-51

0250-23-3235

0250-22-0663

理美容

ヘアーサロン モリヤマ

新潟市秋葉区田家1-1-38

0250-22-1870

パ

パン・ドール

新潟市秋葉区新津本町2-6-9

0120-335-475

写真館

スタジオサカヅメ

新潟市秋葉区善道町2-11-29

飲

り・ぷれー

新潟市秋葉区金沢町2-1-12

アルペンクイックフィットネス
新津善道

新潟市秋葉区善道町2-11-29

0250-47-4848

野本時計店㈲

新潟市秋葉区新津本町3-8-4

0250-22-0070

マチノちえこカルチャースクール

新潟市秋葉区新津本町1-2-37

0250-24-3455

佐藤豆腐店

新潟市秋葉区中沢町1-2

0250-22-0647

酒

屋

丸三酒店

新潟市秋葉区金沢町1-2-2

服飾雑貨
飲

食

ン

エスマート (すゞきや)

五泉市橋田389-4

0250-42-4857

整体療術院ＵＰ

新潟市秋葉区北上2-13-9

0250-22-5973

美容室UP

新潟市秋葉区北上2-13-9

0250-22-5973

きもの処 東海屋

新潟市秋葉区滝谷町8-44

0250-23-1098

理美容

Ｎｏｃｈｉ

新潟市秋葉区新津本町1-2-30

0250-50-9109

カルチャー
スクール

理美容

美容室カノン

新潟市秋葉区中村450-5

0250-23-5824

食 品

スーパー
整体
理美容
呉服・学生服

食

フィットネス
時計店

0250-22-0012
080-1097-9496

⑦間違い等で手直しをする費用を、弊社と関係協力会社等で出し合っている「協力費」からまかない直接的
負担が無い仕組みがあります。
上記等により信頼関係もある程度築け、安心して仕事していただいているように感じています。
尚、ご自身の家の仕事の他、お客様をご紹介頂いたりしていますし、
先般は募集していたスタッフもご紹介頂き採用出来ました‼
「ありがたいです！」
職人さん、協力業者さん、スタッフさん、そしてお客様からのご支援に感謝しています。

２月２６日～３月１３日 見学会予告
『床暖房で暖かいほぼ平屋の家』完成見学会
開催日：2022 年 2 月 26 日（土）～3 月 13 日（日）
予約時間帯①10：00～12：00 ②13：00～15：00
③15：30～17：30 ④18：00～20：00
場所：新潟市秋葉区中野 3 丁目 7-13 付近
ほぼ平屋で段差が少ないバリアフリーな設計で、床暖房を取り
入れた寒い冬でも快適な健康的な住まいとなっております。
新築をお考えの方はもちろん、リフォームをお考えの方も
是非一度お越しください。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
（HP は 2 月中旬頃公開の予定です。
）

家づくりは建築会社選びで決まる・・・。
「書籍」日本で一番お客様を大切にしている建築会社
「著者」一般社団法人 日本中小建設業 CS 経営支援機構 代表理事 本多民治
文芸社から発行されました。
「良い家は現場を見ればわかる！」シリーズ第３弾で弊社、諸橋工務店にも在庫しています。
興味のある方はお問い合わせいただけますか！

イチゴ狩り抽選会開催！
今年も ZOOM を使ったオンライン抽選会を開催予定です。
白根グレープガーデンさんで皆様と一緒にイチゴ狩りをしたかったのですが残念です！
ご案内は２月下旬頃にさせていただきます。３月２７日（日）午前中は抽選会で楽しみましょう(^O^)
よろしくお願いいたします。

「新しい動画」観ていただけましたか(^O^)
「諸橋工務店」のホームページやこのＱＲコードからも観れます！
お客様や地域の皆様から喜んでいただき「地域と共に成長発展出来ること」願っています。

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。
【ＦＡＸ】0250-23-5100
【メール】mail@chat761.com お待ちしています！！
送り先

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^)
FM にいつ 「ありがとうございます」 放送予定
【ゲストの紹介】
放送 ２月１４日（月） １２：００～１２：３０
「幕明けベーカリー」 職業指導員 山﨑睦美様
（収録日！２月７日（火）１４：００～１４：３０
放送 ２月２１日（月） １２：００～１２：３０
「ファイナンシャルアドバイザー」 須藤皐月様
（収録日！２月７日（火）１４：３５～１５：０５）
放送 ２月２８日（月） １２：００～１２：３０
「協立不動産」代表取締役
「新津青年会議所」理事長
佐々木謙治様
（収録日！２月２２日（火）１４：００～１４：３０
放送 ３月 ７日（月） １２：００～１２：３０
オリジナル曲当選者 様
（収録日！２月２２日（火）１４：３５～１５：０５）

身近なお役立
ち情報や楽し
いお話が聞け
ると思いま

社長の念い

≪チームモロハシの皆様へありがとう （令和 ４年１月分）≫

チームモロハシの皆様、明けましておめでとうございます。
昨年はご協力いただきありがとうございました。
今年も安全第一、品質向上、現場環境整備、お客様、近隣へのマナーを守り更に一流の現場づくりへのご協力
をよろしくお願い致します。
今年はそこに『ものづくり力』の向上を掲げたいと思います。
品質向上と同じかもしれませんが、その前の、皆さんの技術力、納まり、デザイン等
『もの』を意識していきたいと思います。補修、手直しなども、直す前より良くなったとか、どこを直したか全
然わからない等、感動するレベルです。
最近、山崎棟梁の新築現場の神棚の造作、デザインに感動しました。カッコいい‼
また、山崎棟梁が浴室リフォームの現場で家そのものが変形して難しい納まりを、そのままでもいいのに、わか
らないように手間をかけて作ってくれました。
棟梁曰く「良くしたいという気持ちだろ」という言葉に感動いたしました‼
尚、3 月にリアルかオンラインで安全大会を開催する予定でおります。詳細は後日ご案内いたしますので、多く
の方のご参加よろしくお願い致します。
今年も共に成長発展していきましょう。

≪スタッフの皆様へありがとう （令和 ４年１月分）≫
皆様、明けましておめでとうございます。
今年も安全第一、品質向上、現場環境整備、お客様、近隣へのマナー等のサービス力の向上を目指しますが、
そこに『ものづくり力』の向上を掲げたいと思います。
品質向上と同じかもしれませんが、その前の、職人さんの技術力、納まり、デザイン等
『もの』を意識していきたいと思います。補修、手直しなども、直す前より良くなったとか、どこを直したか全
然わからない等、感動するレベルです。
監督、営業の皆さんが『もの』を提供するプロとして成長する年になることを期待しています。
日常の業務プラス良いものを見たり聞いたり触ったり五感の感性力を高める努力が必要だと思います。そのた
めに映画を見たり、美術館に行ったり、本を読んだり休日には感性を磨くことを意識してみてください。
本年もよろしくお願いいたします。

会長の念い

≪会長から業者さんへのメッセージ （令和 ４年１月分）≫

皆様、頑張っていただき誠にありがとうございます。
寒い中、現場で働いていただいている職人さん等は特に大変だとおもいます。感謝しています。
皆様から頑張っていただいているのに恐縮ですが「家づくり」は手作りの部分がとても多くありますので私
達の技術レベルや皆様の対応でまだ伸び代はあると考えています。
今迄の何割り増しも体を張って仕事をして欲しいと言うのではなく、例えばお客様の喜んでいる笑顔を思い
うかべ今迄より少しだけ丁寧にすることを心掛けるとかです。
そうすると何か工夫することが見えてきたりすると思います。
私達も日々の情報収集や学びを重ねる努力をさせていただきます。現状に甘んじることなく一緒に「超一
流の仕事」に磨きをかけて行きましょう！
今後共、宜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 ４年１月分）≫
皆様から頑張っていただいていることに感謝しています。ありがとうございます。
このコロナ禍の中で、また明確になってきたと感じる事があります。様々なニーズが世の中にはあります
ので様々な会社が存在しています。
そんな中でも安定して支持を得ているところの特徴の１つとして「ものやサービス」等がとても素晴らし
いお店や会社です。
飲食業に例えれば良くわかると思います。
「美味しい」と言われる所は人気があります。安くてもそうでな
いところは安定して長続きしていないようです。逆に少し高くても「とても美しい」と言われているお店は
評判も良く人気があります。さらに「おもてなし」が良ければ超人気店になっているようです。
弊社もそんな会社になれるよう皆で力を合わせ頑張りましょう！
よろしくお願いします。
「感謝」
「感謝」
「感謝」です。「ありがとうございます」

