
施工品目：アルミ天井・アルミリブ柱型
表紙：住友不動産渋谷ガーデンタワー（西松建設㈱・㈱日建設計）
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社長就任挨拶

特に東日本大震災後の２年間を乗り切るために当社で経験したことは、今後の人生において、
貴重な財産になると確信しております。良い時も悪い時も、如何に協力しあい、信頼しあって仕事を
するかは人と人、心と心の繋がりがないとできないことだと思います。

　弊社も今年で４６期がスタートしております。あと4年で半世紀となる５０年の大きな節目を迎えます。
その２年後の２０２０年７月には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

　バブル崩壊やリーマンショック、東日本大震災等、景気を大きく揺るがす時期を乗り切ることは、
言葉では表現出来ないほど大変な努力と、痛みを伴ないながら乗り切って参りました。

　取締役会の承認を受け、平成２６年1月２４日付で墨東建材工業株式会社の代表取締役社長に
就任致しました、田坂芳郎です。

　創立４５周年を迎えた今日に至るまで田坂勝正前社長を筆頭に役員、社員の並大抵ではない努力、
そして皆さまのご協力により今の弊社があると信じております。

　このたび社長という大役を拝命し、気が引き締まる思いと同時にこれから会社を改革し、今まで以上に
｢スピード感・躍動感」にあふれ、また、より｢活き活きとした」会社にしていく所存です。

　就任にあたり、再度、我が社の原点である、｢明るく、楽しく、そして豊かに」の社訓を実践するために
どうしたら良いのか、本気で考えました。

　ただし、材料費の高騰や、職人の労務不足、また図面の書き手不足等、今から手を打つ必要があり
ます。懸念材料もありますが、リーマンショック以降の５年間の冬の時代から、今後の６年間は春の明るい
兆しを感じながら、仕事に邁進できると感じております。

外部環境と、内部環境について

まず外部環境については
２０２０年、６年後のオリンピックが決まり建設業界には追い風が吹いてきており、リーマンショック・東日本
大震災等の５年間の建設業界の冬の時代は脱しつつあります。我々の仕事に反映してくるには、まだ、

　これからも精進に精進を重ね会社経営に取り組んで参ります。
そして人と人との繋がりを最も大事にし、感謝しながら、人・事・物をうまく融合させていきたいと思っています。
　仕事を想い、仲間を想い、お客様の喜ぶ顔を想い、常に感謝の思いで仕事をして参ります。

代表取締役社長　田坂芳郎
平成26年1月24日

是非是非今後ともご指導、ご鞭撻、ご協力の程を、重ねてお願い申し上げます。
ありがとうございました。

乗せる為、経営戦略を着実に実行してまいります。

　こうした努力を続け、計画、実行、確認、次へのアクションという、
PDCA（プラン・ドゥ・チェック・アクション）の歯車を好循環にしていくことで、｢明るく楽しくそして豊かに」を
実践していく決意であります。

　次に、内部環境については
組織の営業工事部の強化による、受注戦略の見直しや工事体制の強化を行います。
また、越谷工場、ベトナム工場の稼働率向上、並びに共栄会との協力関係をより一層強固なものに
したいと考えております。
　今年から巻き返しを図るための改革を推進していくのと同時に、会社の体質改善を図り、上昇気流に

半年、1年くらいはかかると思いますが、業界の土壌は良い状態になって来ています。
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創立４５周年に際し 平成25年10月19日
取締役会長　田坂　勝正

して頭の下がる思いがあります。そしてお得意様第一の精神が今日まで会社を支えてくれた原動力であると

　本年１０月３１日を持ちまして創立４５周年を迎える事となりました。
創業は昭和３９年の東京オリンピックが開催された2年後の、昭和４１年２月1日に葛飾区青戸（墨東建材の個人
事業所）として産声を上げたのであります。

　当初は私一人での出発で最初は慣れない営業から始まり、設計からバラ図書き、外注加工依頼から運搬、
そして取付工事に及ぶまで一貫して私一人の管理で仕事を納めていたのを、昨日のように思い出しております。
　仕事量の増加に伴い社員として応援要請したのが、兄弟の武則と豊美のふたりでした。素人とは言え手数が
欲しい中を軌道に乗せる為に無我夢中で手探り状況の中、二人ともよく頑張ってくれました。
　その後は、徐々に仕事量も増え、繁忙をきわめてまいります。お客様の信頼を得たいとの思いから徹夜作業等も
時々ありました。独立当初は業務も少なく、小さな仕事から始まりましたが年々お客様の信頼を得て、仕事量も
増え、創業４８年・創立４５年の歳月が経過するに至りました。

　今日までの社員並び協力関係各社の皆様方には、献身的な働きとその使命に燃えた責任感には責任者と

　その頃にはオリンピック関係の仕事量も大変混み合い、忙しい日々が予想されますが、激励かたがたベトナム

確信しております。

　社員並びに共栄会の皆様は、今日を迎えられた最大の功労者で有り、御礼の申し上げようもございません。
衷心より御礼申し上げます。何よりも現場での作業を担当して頂いている職人さんには並々ならぬご苦労を
お掛けしており、この場をお借りして衷心より感謝申し上げます。

　職人さんの役割は最後の仕上げ作業であって、製品の最後の出来栄えを判断される最も重要な仕事になって
おります。いつもご苦労をおかけしております事に頭が下がる思いです。これからもどうぞ安全作業に徹して頂き
無事故・無災害の日々を送ってくださるようお願い致します。

　５年後の５０周年事業は来たる東京オリンピック開催の２年前と言うこともありまして業界も大変忙しいことでしょう。
当社のベトナム工場も開設準備からして５年目を迎えます。
　タイミングが合えば現地ベトナムで工場開設１０週年と墨東建材創立５０周年を合同でのお祝いとして、ベトナム・
ホーチミンで５０周年記念事業祝賀会を開催することも考えられます。

今日は大いに楽しんで行ってください。

工場の視察も含めて、そしてベトナムの今後のマーケットを占う意味からも関係者一同、全員でベトナムにおいて
お祝い出来たら幸せでございます。
　今年までは震災から３年未満という事もあり、自粛ムードを貫きましたが、これからはジャンジャン頑張っても
人様の目を気にすることもなくなりましょう。

　本日はご出席頂きまして誠にありがとうございます。今後におきましても変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げまして、４５周年のお祝いとさせて頂きます。
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 　私のレントゲン診断の師である国立がんセンターの院長市川平三郎先生は、よく｢啐啄同時
そっ たく どう じ

｣

という言葉を口にしておられた｡孵化
ふ か

直前の雛
ひな

が卵の殻の中から嘴
くちばし

で声をたてるのを「啐
そつ

」と云い､

母親が外から殻
から

をつつくのを｢啄
た く

」と云う｡啐啄
そっ たく

が一致して殻は破られ雛は首尾よく日の目を見る

のであって､その時機を誤れば雛は死んでしまう｡

　 これは禅の言葉で､禅は普通の学問知織のように師から弟子へと伝える事が出来ない｡それ

では師は弟子に何がしてやれるのか｡そこにこの言葉
こ と ば

が生きる｡師弟の機が一致すれば弟子は

一個の龍となるが､弟子が未熟だったり､また師にそれだけの力量がなければ事は成就
じょうじゅ

しない｡

　 この｢啐啄同時
そったく どう じ

｣は禅に限らず現実社会にも当て嵌
はま

るだろう｡夫婦の間､会社の人間関係､製品

の完成､事業の成功などなど､それまでの努力が啐啄
そ っ た く

の機を失して水泡に帰することも少なくな

いだろう｡それらはこの｢機｣がいかに大事であるかを物語っている｡

　 一般的には｢啐啄同時｣の話は之で終わるのだが､中国の禅の本「碧巌録
へき がん ろく

｣を読むとまだその

先がある｡

 　もう十分に学び修養した一学僧が､この啐啄の故事にならって師の高僧に「啄｣を乞う｡はたして

師は何と啄するか｡「ほほう､私が啄
つつ

いたら君は誕生できると云うのかな｣｡期待していた学僧はこの

節の言葉に不満で､その位相ぐらいは突破しているとの自信もあった｡そこで「もし日の目を見な

かったら皆の笑いものになりましょう」と切り返す。しかし、その言葉に落とし穴があった。それを聞

いた師は「也是草裏漢
また これ そう り のかん

」(やっぱり駄目だ)と嘆息
たん そく

する。草は煩悩
ぼん のう

､執着を現わし､草むらの中の男

の意味である｡

　 われわれは誰しも煩悩､執着があり､そこから出発して長い間努力しながらも迷う｡しかし物事が

将
ま さ

に成ろうとする瞬間にはふっと｢啐啄の機｣のような生命的な､はからいの無い境地が去来する

のではと思うのだがどうだろう･･･｡

 　会社創立四十五周年にあたり一文を記してお祝いと今後の発展を願うと共に社長並びに社員の

皆さんの努力とその継続に心から賛辞を申し上げます。

田坂　武則

平 川 省 吾

啐　 啄 　同 　時
そっ たく どう じ

医 療 法 人 碩 水 会 理 事 長
墨 東 建 材 工 業 ㈱ 役 員

羽
田空

港

社長　田坂　勝正

大阪万博 帝国ホテル 羽
田空

港

S45
施工物件

世相 S41 ビートルズ来日 田坂　ルイ子 アポロ月面着陸
S45

S44
 2/1 S42

S43 三億円事件

社内出来事

S44

 10/31

12月

6月

いつもにこやか、元気よく64才
怒らなくても元気・元気・又元気 40周年おめでとうござ

います。心よりお喜び

申し上げます。末永い

繁栄をお祈りします。

創立40周年誠におめ

でとうございます!!小

生の人生も2／3は当

社にてお世話様に相

成りました。感慨深さ

を感じます。今後の

発展を祈念します。
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創業当初は弟妹の力を借り　わずかな量ではありましたが誠実な仕事をし　

信用を得て、創業４年目には工場を取得するに至りました。

S48 S49 　

S47
S51

S46

　税務大学

 大東信用金庫

　慶応大学

S50

 国際文化会館
 同和ビル

 六本木ウィング

浅間山荘事件

昭和４４年４月に落成

１Ｆは工場

２Ｆは事務所兼住居

創立当初より「お客様本位」をモットーに設計・製作・取付の一貫した施工体制を確立

前田　忠弘

社長自ら建築作業に携わる

S48.当時社員　10名

  江戸川支店
S49 成田9月

11月 3月 3月 5月

4月

(昭和４１年～昭和５１年)

11月

40周年おめでとうございます。私
も入社して31年6ヶ月が経ちまし
た。長いようで短くもあり、又、喜
び、苦しみ、泣き、笑いの連続で
した。今後の会社の益々の発展
と社員の活躍を祈念申し上げま

す。

創立5周年祈念旅行 富士五湖
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この期間に中川第二工場及び越谷工場を取得するまでに至り

会社は大きく成長しました。

世相 S52 S53.

田坂　正延

成田空港開港
S54

S55

S56

１Ｆは組立専用工場

２Ｆは事務所

　第一工場は

　機械専門工場となる

S52.12～H3.10の間　本社として使用

山口　明博

毒蝮三太夫さん来社

S56
施工物件

社内出来事

(昭和５２年～昭和６１年)

40年の歴史に

負けない職人に

なりたい

昭和53年に墨東建材に
入社し、すっかりオヤジ

になった
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ホテル　ギンモンド東京

施　　　工: (株)フジタ

田坂　勝博 竣　　　工: 昭和57年8月

施工品目：真鍮手摺

岸　明則

千葉ららぽーとＳＣ

設計監理: ㈱フジタ

施　　　工: ㈱フジタ

竣　　　工: 昭和５６年４月 土田　富雄

施工品目：吹抜廻り手摺

高崎ビューホテル

S57

高崎ビューホテル

筑波博S57

S60
高崎ビューホテル

S61

筑波博

日航ｼﾞｬﾝﾎﾞ機墜落

S58 S59
S60 S61

日航ｼﾞｬﾝﾎﾞ機墜落

将来の大型物件対応のため　５００坪の工場を取得することになり、生産は全て越谷に

移転しました。　開所披露には大勢のお客様にお出で頂きました。

トルコパビリオン

トルコパビリオン

4月

エコライフに努めましょう
環境管理責任者より

ご安全に！

墨東建材工業(k,k)40周
年おめでとうございます。
50年、100年と成長発展
される事を願っています。
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しかし、世の中は国内外とも大きく変動した時代でした。

柴田　悟

大宮ソニックシティ

越谷新工場の設立により　生産能力は格段に向上し　受注量も増加しました。

設計監理: ㈱日建設計

青山　学 施　　　工: ㈱フジタ

 施工物件

竣　　　工: 昭和６３年４月

施工品目：外部アルミ工事他 生田　勝則

S63

新宿郵便局庁舎

S62 国鉄民営化

  川口駅西口再開発
 社内出来事

世相

  川口駅西口再開発

H2

ロゴ　       の作成

ロゴ　       の作成

社員旅行としては　初めての

海外旅行でした。

参加社員　３２名

９月 2月

(昭和６２年～平成５年)

40周年おめでとうござ

います。会社がこれま

で以上に発展する事を

願っています。

会社は創立して40年、私は

入社して20年たちました。

沢山の人達に支えられな

がら、積み重ねたものだと

思います。今後ともご指導

よろしくお願いします。

40周年迎えて、これ

からますます皆で頑

張って行きましょう。

S63.6.11～15 社員旅行 シンガポール・ペナン
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朝日東五反田ビル ムラヤマ装飾ビル

施　　　工: ㈱フジタ 施　　　工: (株)フジタ

竣　　　工: 昭和61年7月 竣　　　工: 昭和62年3月

施工品目：ステンレス手摺 施工品目：ステンレス鏡面パネル

H4

H3　 ソ連崩壊

H4
 H5　皇太子殿下ご成婚

H3　 ソ連崩壊
清水建設㈱と取引開始越谷新社屋落成

墨東共栄会発足

 H5　皇太子殿下ご成婚

安田　徳子

創立25周年記念式典

奈良　英次

毒蝮三太夫さん・

歌手さこみちよさん来場

来賓のみなさんと社員を

楽しませて頂きました

40周年おめでとう

ございます。これか

らもますます発展

致しますよう願って

おります。
光陰矢のごとし

私の中では29年今が最高
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(平成６年～平成１１年)
時代への突入となりました。

藤森　英雄

リーガロイヤルホテル早稲田

設計監理: ㈱日本設計 竣　　　工: 平成６年１月

施      工: 戸田 ＪＶ 施工品目: 玄関庇　幕板　天井

埼玉県立看護大学

設計監理:(株)山本理顕設計工房

施　　　工: 大林ＪＶ、東急ＪＶ

竣　　　工: 平成11年1月

バブル崩壊の影響が建築業界に大きくのし掛かり　生き残りを賭けた

施工品目: アルミスパンドレル、ステンレス手摺
世

相
世

相

H
6

H8　 ペルー日本大使館人質事件

社
内

出
来

事

H7  地下鉄サリン事件

国際西展示場

H8　 ペルー日本大使館人質事件

社
内

出
来

事

H7  地下鉄サリン事件

鹿島建設㈱と取引開始

（ビッグサイト）

施
工

物
件

施
工

物
件

1０月

創立40周年おめで

とうございます。50

周年に向けて心新

たに田坂船長の下、

全社一丸となって大

海原に出航しよう！
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田坂　公一

キャノン小杉

設計監理: (株)フジタ

施　　　工: (株)フジタ

竣      工: 平成9年8月

施工品目: 天井・柱アルミパネル

品川インターシティ

設計監理: (株)日本設計

施　　　工: (株)大林組

竣      工: 平成10年11月

益岡　秀和 施工品目: アルミスパンドレル

埼玉郵便局 東京芸大美術館

設計監理: 郵政省 設計監理: (株)日本設計

施　　　工: フジタＪＶ

竣　　　工: 平成11年8月

施工品目: アルミハニカム庇

かずさアカデミアパーク

H10 毒入りカレー事件

施　　　工: 鴻池ＪＶ

竣　　　工: 平成１1年2月

施工品目: アルミパネル

設計監理:(株)観光企画設計社 

施　　　工: フジタＪＶ

竣      工: 平成8年11月

施工品目: アルミ庇、笠木

建築に夢を
金物に愛を！

おめでとうござ
います。
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厳しい時代は続くものの、大手建設会社からの引き合いにより　

(平成１２年～平成１３年)
徐々に著名な大型物件に携わるようになりました

飯田橋ファーストビル

設計監理:(株)日建設計

施　　　工: 鴻池JV

竣　　　工: 平成12年3月

施工品目: アルミパネル・スパンドレル

花京院再開発

設計監理: (株)日建設計

施      工: フジタＪＶ

竣　　　工: 平成12年3月

施工品目: 外壁アルミパネル、庇

施工物件
山口　浩之

世相 H11

社内出来事 H12

佐々木　幸男

さいたまスーパーアリーナ

設計監理:(株)日建設計

施　　　工: 大成・三菱重工・ﾕｰﾃﾞｨｰｹｰJV

竣　　　工: 平成12年2月

施工品目: 客席手摺・外構手摺

H12

創立40周年おめでとうご

ざいます。人生の中で40

年、知力、体力、気力を

継続する事は大変な努

力です。皆で協力しこれ

からも頑張りましょう。

山口33周年
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スポーツ科学センター

設計監理: (株)教育施設研究所

施　　　工: フジタＪＶ

竣      工: 平成12年12月

施工品目: 外装ステンレスパネル 梅基　忠司

H13H13

 施
工物件

世相 H12

 社内出来事

法政大学市ヶ谷校舎

設計監理: ㈱山下設計

施　　　工: 大成・竹中・フジタＪＶ

竣　　　工: 平成１２年３月

施工品目: 外装アルミ工事一式

伊良子　敦

みんな元気ですか？

40周年おめでとうご
ざいます。今後50年、
60年と永遠に続くよう
に頑張りましょう。
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都内の顕著な建物を数多く手がけ、

(平成１4年) ほとんどが平成14年に竣工となりました。

京成ホテル千葉中央

設計監理: 石本建築・戸田ＪＶ

施　　　工: 戸田・京成ＪＶ

竣　　　工: 平成１４年６月 古木　直樹

施工品目: 外装アルミ工事一式

　

六本木一丁目再開発(泉ガーデンタワー)

 設計監理:(株)日建設計

 施　　　工:清水・鴻池・浅沼・鹿島・竹中・住友JV

 竣　　　工:平成14年6月

 施工品目: ステンレス工事

H14

明治安田生命

さいたま新都心ビル

(ランドアクシスタワー)

 設計監理:(株)日建設計

 施　　　工:鹿島建設(株)

 竣　　　工:平成14年3月 上五島温水プール

 施工品目: ブラインドボックス  設計監理:松林建築設計事務所

 施　　　工:大成建設(株)

 竣　　　工:平成14年9月

 施工品目: アルミパネル庇

1.1 ユーロ流通開始

釣りがしたいので
たくさん釣れるよう
に頑張ります。

H14.4.1入社式
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丸の内ビルディング

設計監理：(株)三菱地所設計

施　　　工：大林・大成・清水・竹中・鹿島・三菱JV

竣　　　工：平成14年8月

施工品目：アトリウム壁・天井パネル

電通本社ビル

設計監理：大林組・日建設計

竣　　　工：平成14年10月

施工品目：アトリウム柱・梁型パネル、

　　　　　　　　外部アルミパネル

西新宿六丁目再開発B工区

(日土地西新宿ビル) 　　　

設計監理：(株)日建設計

施　　　工：清水・佐藤・竹中JV

竣　　　工：平成14年11月

施工品目：内外装アルミパネル

H14

施　　　工：大林・鹿島・清水・大成・竹中JV
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（平成１５年～16年）

大竹　千晴

横山　芳尚

六本木六丁目再開発B工区(六本木ヒルズ森タワー)

設計監理: 森ビル・KPF・入江三宅

施　　　工: 大林・鹿島共同企業体

竣　　　工: 平成15年3月

施工品目: キャノピー、アッパーライト他アルミパネル工事

H15 1.20 貴乃花引退 3.19 米英軍イラクと開戦

日本工業倶楽部会館

施　　　工: 清水建設㈱

竣　　　工: 平成15年2月

施工品目:アルミパネル

鹿栄会に加入

設計監理: ㈱三菱地所設計

これからも
頑張ります

フレッシュな気持
ちを忘れずに頑
張りたい！です。
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施　　　工: 清水・三井・東急JV

竣　　　工: 平成15年11月

施工品目: 内外装アルミパネル

高橋　輝男

丸の内1丁目1街区開発計画(東京駅丸ノ内北口）

B工区新築工事(丸の内１－B)　(OAZO)

設計監理:(株)三菱地所設計

施　　　工: 戸田建設㈱

竣　　　工: 平成16年8月

施工品目: アルミパネル

吉田　武峰

北千住西口再開発

設計監理:(株)梓設計

施　　　工: 戸田建設㈱

竣　　　工: 平成16年1月

愛甲　久夫

H16

板倉　勝則

設計監理:日本設計・東急設計コンサルタント

施工品目: アルミパネル・ルーバー

日本橋1丁目計画（COREDO日本橋）

体も仕事もメ

タボに気をつ

けましょう

４５周年おめでとうご

ざいます。会社の

益々の発展を期待し、

この歴史ある会社で

働けることに感謝し

精進してまいります。

樟若葉 四十年の軌跡かな

40周年の永き金属金
物業の先端を走り苦難
を突き進む社長の姿を
尊敬する1人です。
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(平成17年～18年)

白鳥　銀次郎

明治大学和泉新教育棟

(情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部ﾒﾃﾞｨｱ棟）

設計監理:(株)青島設計

施　　　工: ㈱鴻池組

竣　　　工: 平成17年2月

施工品目: アルミパネル

東京大学(本郷）工学系総合研究棟

設計監理: ㈱類設計室

施　　　工: 清水ＪＶ

竣      工: 平成１7年11月

施工品目: スチールルーバー

芝浦工業大学豊洲キャンパスⅠ・Ⅱ・Ⅲ工区

設計監理:(株)日建設計

竣　　　工: 平成17年7月

施工品目: アルミルーバー・アルミパネル

施工物件

世相 H17

社内出来事 

施　　　工: 大成建設(Ⅰ)三井住友(Ⅱ)戸田建設(Ⅲ)

40周年の1／8位の勤務、いくら
かは貢献できているのかな？今
後は社訓の如く、明るく楽しく、
そして豊かに、ガンバルゾ～

創立40周年、誠におめでとうございます。東大工学部は、私に

とって現在でも最も印象深い現場です。墨東建材工業㈱様には、

外壁の｢顔｣となるルーバー工事をお願いしましたが、田坂社長

をはじめ、社員の皆様の熱意あるご協力により、立派に竣工で

きました事を改めて御礼申し上げます。

墨東建材工業㈱様の益々の御発展を心よりお祈り申し上げます。

清水建設(株) 東京大学(本郷）工学系総合研究棟新営工事

作業所長 吉村 隆明
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三田三丁目計画

設計監理: ㈱日建設計

ＳＦ芝浦四丁目ビル 施　　　工: ㈱大林組

設計監理: ㈱日建設計 竣      工: 平成１8年9月

施　　　工: ㈱大林組 施工品目: アルミルーバー

竣      工: 平成１8年8月

施工品目: アルミルーバー

中橋　正勝

大川　一郎 八島　修貫

ボートピア習志野

川内　和博

設計監理: ㈱フジタ

施　　　工: ㈱フジタ

竣      工: 平成１8年10月

施工品目: スパンドレル

H18

創立40周年おめでとう

ございます。これから

も益々のご発展を切

望しております。

若いつもりでいましたが、こと改めて自分自身の顔

を見ると年相応40年の重い歴史の中に、自然と溶

け込めそう(但しキャリアは浅いが)会社の一員とし

てこの年輪を50、60と増やす肥やしになりたい！

三次曲線の難しい建物に対し、ＶＥ・ＣＤにて協力
して頂き、光栄です。ありがとうございました。

普段はあまり怒る事はあり

ませんが、怒らせる人がい

るならたいしたもんだ。

40周年おめでとう

ございます。これ

からも頑張りま

しょう。

創立40周年誠におめでとうございます。
墨東建材工業(株)様には三田三丁目計画外装工事の大
半のアルミ金属工事を担当して頂きました。施主・設
計事務所の厳しい管理の下様々な要求に田坂社長を始
め社員一丸となって取り組まれ、見事に竣工出来まし
た。ありがとうございました。墨東建材工業(株)様の
益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

㈱大林組 三田三丁目工事事務所
統括所長 村瀬 正彦
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(平成１9年)

神宮前四丁目（表参道ヒルズ）

施　　　工: (株)大林組

竣　　　工: 平成19年4月

施工品目: ステンレス手摺

フジテレビ臨海副都心スタジオ

設計監理:鹿島建設(株)

施　　　工:鹿島建設(株)

竣　　　工: 平成19年3月

施工品目: アルミパネル

施工物件 ひぐらしの里

世相 H19 設計監理:(株)日本設計

社内出来事 施　　　工: 戸田建設(株)

竣　　　工: 平成19年5月

施工品目: アルミマリオン

設計監理:安藤忠雄事務所・森ビル㈱・入江三宅設計事務所

創立40周年、おめでとう御座います。表参道ヒ
ルズのメインホール、回廊手摺とパネル工事に
おいて設計者の一番こだわりの場所を見事に
施工していただきました。現在もテレビにメイン
ホールが写し出される度に苦労していた作業状
況が思い出されます。今後の益々の繁栄を心よ
りお祈りいたします。
㈱大林組

神宮前四丁目工事事務所
所長 小林 千彰

戸田建設より職長：宍戸信雄氏
優秀職長賞を受ける
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東京駅八重洲口開発計画北ビル

設計監理:JR東日本建築設計事務所

施　　　工: 鹿島JV

竣　　　工: 平成19年10月

施工品目: アルミパネル

設計監理:(株)大林組

施　　　工:(株)大林組 

竣　　　工: 平成19年10月

施工品目: スチールパネル、木目調ルーバー

浦和駅東口再開発

設計監理:(株)大林組

施　　　工:(株)大林組 

施工品目:アルミパネル 

イオン日の出ショッピングセンター

芦葉　和大

竣　　　工: 平成19年10月

創立40周年、おめでとうございます。八重洲ノース
タワーにおいては、エントランス周り他の見せ場を
見事にまとめて頂きまして、ありがとうございまし
た。ますますのご繁栄とご発展を期待申し上げてお
ります。

鹿島建設(株) 東京駅八重洲口開発計画北ビル
作業副所長 田村 直久

これからも仕事に責任を持っ
て取り組んでいきたいです。
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赤坂五丁目ＴＢＳ開発計画

(平成20年) 設計監理:(株)久米設計 竣　　　工: 平成20年4月

施　　　工: (株)大林組 施工品目: アルミルーバー

清水　紀子

施工物件

世相 H20

社内出来事

江原　知子

勝どき六丁目 　　小山内　克夫

設計監理:住友商事 モード学園 　

施　　　工: 前田・大成ＪＶ 設計監理:丹下都市設計

竣　　　工: 平成20年1月 施　　　工: 清水建設

施工品目: アルミパネル 竣　　　工: 平成20年10月

施工品目: スチール手摺

星野　博昭

柔軟なあたま、素直なここ
ろで頑張ります

これからも一所懸命

頑張ります。 会社は40周年ですが

私は研修中なので、

早く戦力になるように

頑張ります。

40周年おめでとうございます。私

は入社して1年しか経っていない

ので、これから頑張って行きたい

と思っています。そして、更に会

社が発展する事を願っています。
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Ｂ工区（ＭＯＲＩ） 越谷レイクタウン全景 Ａ工区（ＫＡＺＥ）

Ａ工区とＢ工区をつなぐブリッジ

荒木　博能

イオン越谷(越谷レイクタウン）

A・B・C工区

設計監理:(株)大林組

施　　　工:(株)大林組

竣　　　工:平成19年9月

施工品目:スチール手摺、アルミパネル

山本　明

40周年記念おめでと
うございます。会社に
とっていい時に入社
出来た事にありがたく
思っています。自分
が出来る事覚えてい
く事を生かし頑張って
行こうと思っています。

全社員の創造と英知

の結集で40周年！
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(平成21年)

幕張メッセ連絡通路

設計管理：㈱槇総合計画事務所

施　　　工：清水建設㈱

　 竣　　　工：平成21年4月

施工品目：ステンレス樋・ステンレス手摺

関根　功

施工物件

世相 H21

社内出来事

　

島　久幸

1月　第44代ﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏが就任

入社して５年が過ぎました。これ

からも頑張って行きます

リーマンショック以来ボクトウ建材に

お世話になって早や5年!!50周年には
共栄会でﾓﾆｭﾒﾝﾄを計画しています
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テーオーシーMM21

設計管理：松田平田設計

施　　　工：㈱大林組

竣　　　工：平成21年12月

施工品目：外装パネル・スパンドレル

佐藤　昌夫

H21

田坂　芳郎

堀越　昌幸

会社が50周年、６０周年・・・と続けて行

けるよう頑張っていきましょう

明るく前を見て楽しく働き皆で豊かになりましょう

社訓「明るく楽しくそして豊かに」を実践しよう
祝 創業48年創立45年お

めでとうございます。残すと

ころあと5年で半世紀。未来

永劫続きますよう御記念申

し上げます
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(平成22年)

渋谷東１丁目計画

設計管理：㈱日建設計

施　　　工：㈱大林組

竣　　　工：平成22年8月

　
小島　國明

H22 2.4　朝青龍引退

東京国際空港A・B工区

設計管理：㈱梓設計

施　　　工：鹿島JV

竣　　　工：平成22年10月

施工品目：軒天アルミパネル

　　　　　　　アルミルーバー

加藤　輝

1.4　ドバイに世界一高層ビル828ｍ完成

志村　有輝

４５周年おめでとうございま

す。｢ONE FOR ALL，ALL

FOR ONE」更なる飛躍、50

周年に向けみんなで頑張っ

ていきましょう。

４５周年おめでとうござ

います。 安全第一で

ガンバリましょう

これから東京オリンピックまで

建設ラッシュ！

みんなで頑張りましょう
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東京電機大学A・B工区

設計管理：㈱槇総合計画事務所

施　　　工：㈱大林組

竣　　　工：平成23年11月

パレスホテル

設計管理：㈱三菱地所設計

施　　　工：㈱大林組

(平成23年)

アルミパネル

施工品目：アルミ外装パネル・アルミ笠木・スパンドレル・

竣　　　工：平成23年12月
山口　賢二

中村　大輔

　 施工物件 施工品目：外装ルーバー・軒天先端見切

H23

　

世相

　

浦　涼子

川島　竜馬

４５周年おめでとう

ございます。これ

からも品質維持・

向上で会社のご発

展を祈ります。

楽しく明るく面白く

自分なりに頑張りま

しょう

４５周年おめでとうございま

すこれから先、墨東が成長

していくと同時に私も立派

な設計マンになって行きた

いです

上五島で大きな仕事に携

われる事嬉しく思います。

これからも頑張ります。

4/12 新上五島設計事業所開所
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(平成24年)

銀座７丁目計画

設計管理：㈱日建設計

施　　　工：㈱大林組

竣　　　工：平成24年2月

施工品目：アルミパネル・

アルミルーバー

大手町再開発B棟

設計管理：㈱日建設計・㈱三菱地所設計

施　　　工：戸田建設㈱

竣　　　工：平成24年9月

施工品目：アルミパネル・ルーバー

施工物件 石田　友行 菅原　　敬夢

 

世相 H24

 社内出来事

南平台計画

設計管理：㈱日建設計

施　　　工：西松建設㈱

竣　　　工：平成24年4月

施工品目：アルミルーバー・

アルミスパンドレル・軒天アルミパネル

４５周年おめでとうござ

います。５０周年も出

来るよう頑張りましょう。

おもしろい先輩多

数!!毎日楽しく仕事さ

せてもらってます。
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歌舞伎座計画

設計管理：㈱日建設計

施　　　工：清水建設㈱

竣　　　工：平成25年2月

施工品目：アルミルーバー

JR神田万世橋ビル

設計管理：JR東日本建築設計事務所

施　　　工：戸田建設㈱

竣　　　工：平成25年1月

施工品目：アルミパネル・外装アルミルーバー

酒々井アウトレット

設計管理：㈱三菱地所設計

施　　　工：前田建設工業㈱

竣　　　工：平成25年3月

施工品目：アルミ笠木

グェンゴックソン

（平成２５年）

近藤　隆之

創立４５周年おめでとうございます。入

社して約１年になりますがとてもやり甲

斐のある仕事だと思っています。

４５周年おめでとうございます。

記念式典では料理も美味しく

て楽しかったです。本当にあり

がとうございました。

激暑へ突入・・・・
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ヤマト物流ターミナル

設計管理：㈱日建設計

施　　　工：鹿島建設㈱

施　　　工：平成25年9月

施工品目：アルミ庇・アルミパネル

青山大林ビル

設計管理：㈱大林組一級建築事務所

施　　　工：㈱大林組

施　　　工：平成25年4月

施工品目：天井アルミカットパネル

菅原　圭介

三浦　涼

野宮　唯人

花田　千鶴

Let’s flap

for the 50th 

anniversary

創立４５周年おめでとうご

ざいます。皆さんの力にな

れるよう頑張ります。

未経験でこの業界に入りまだまだわから

ないことが多いですが、日々成長し、仕

事を任せてもらえるように頑張ります。

４５周年おめでとうございま

す。５０周年、６０周年と勤

められるよう頑張ります!!
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創立45周年記念祝賀会
式　次　第 司会：取締役工務部長　田坂　公一

一、 開会の辞 取締役工務部長 田坂　公一 六、 乾杯 専務取締役 前田　忠弘

二、 社長挨拶 代表取締役社長 七、 祝辞(従業員代表として) 取締役工場長 田坂　正延

三、 辞令公布 代表取締役副社長 八、 祝辞 墨東共栄会名誉会長 小峯　五郎　　　様

四、 決意表明 専務取締役 青山　学 九、 余興 希望者 多数の参加

五、 来賓挨拶 墨東共栄会会長 後藤　恒嘉 様 十、 中締め 取締役設計部長 愛甲　久夫

十一、 閉会の辞 取締役工務部長 田坂　公一

理想は高く～墨東社歌～
1

S63.4 H22.5 H22.8

大宮ソニックシティ 青梅市庁舎 東上野４丁目計画
H6.1 H22.10 H20.11

リーガロイヤルホテル 羽田国際空港Ｃ工区 丸の内トラストタワー本館

H10.11 H14.10 H24.5

2 品川インターシティ 電通本社ビル スカイツリー
H22.6 H15.3

衆議院会館 六本木ヒルズ森タワー

H12.2 H17.7

埼玉スーパーアリーナ 芝浦工大豊洲Ⅰ工区
H20.10 H25.2

モード学園 新歌舞伎座
3 H25.9 H24.6

ヤマト羽田物流ターミナル 町田市庁舎
H25.3 H25.6

酒々井プロジェクト 本八幡再開発
H17.1 H12.3

東工理学部研究棟 帝国データバンク
H24.4

南平台プロジェクト
H24.6

越谷駅前開発

感謝と愛の　結晶が
道行く人の　夢誘う
理想は高く　仕事にほこり
墨東　墨東　墨東　豊かさ求む

前田建設工業㈱

㈱鴻池組

西松建設㈱

染まる我らの　技のあと

佐藤工業㈱

㈱大林組

㈱フジタ

戸田建設㈱

大成建設㈱

清水建設㈱

鹿島建設㈱

理想は高く　仕事にほこり

於：ベルヴィギャザホール　２F　モデルノの間

創立４５周年記念祝賀会
平成２５年１０月１９日(土）　14時30分～

燃ゆる我らの　心意気
努力と誠の　結晶が
大きな喜び　運び来る

墨東　墨東　墨東　未来をえがく

この街あの街　虹色に

田坂　勝正(現会長）

田坂　芳郎(現社長）

胸の奥から　赤々と

青空高く　銀色に
輝く我らの　大アーチ
技術と愛の　結晶が
夢と希望の　花咲かす
理想は高く　仕事にほこり
墨東　墨東　墨東　幸せ築く

墨東建材工業㈱　ゼネコン別の主な施工実績
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《編集後記》

“技術が光る、歴史が語る、信頼が高まる　おかげさまで45周年”

この世に生をうけ、永き月日を幾重にも重ね、おかげさまで

墨東建材工業株式会社は創業４５周年を迎えることができました。

創業者の田坂勝正会長が初めの一歩を踏み出すまでの苦労や不安、

しかしこれだ！と決心したあとのがむしゃらで一途な金物への愛が今、

ここに花開きました。

初心を忘れず墨東マンは一丸となり５０周年に向けて走りだしました。

今後も素晴らしい建造物に携われることに感謝を忘れず、これからもたくさんの

“カナモノ”という花を咲かせて行くお手伝いをしてまいります。

平成２６年３月　編集準備委員　記

　本誌は企画・構成の編集作業において全て社員の行った｢手作り品｣の為、ご

無礼な点が多々あると思われますが努力に免じてご了承下さいますようお願い

申し上げます。

《写真撮影》 峰脇　秀樹　　（プロカメラマン）

《イラスト》 高橋　真以子　（イラストレーター）

《編集準備委員》 清水　紀子

《監修》 田坂　芳郎
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