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クレームカード第10弾

長岡生コンPresent's!! クレーム書いて温泉当てよう！
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昨年9月よりクレームカード第10弾を配布し、12月末日をもちまして「クレーム書いて温泉当てよう」企画は

締切とさせていただきました。お客様より沢山の貴重なご意見、ご要望、激励のお言葉を頂き、仕事冥

利に尽きるものであります。当選者発表と併せて、ごくごく一部ではありますが（本当はすべて掲載したい

んです紙面の都合で云々）お客様より頂いたご意見と、その対策事例を紹介させていただきます。

クレーム

ドライバー運転技術に差がある 新商品の具体的なものを見てみたい

対策

経験の浅いドライバーにはベテランドラ

イバーを補助でつけ、事前に現場調査

をすることで適材適所にドライバーを配

置するようにしました。

有料道路の利用、道路混雑情報

を配車係を中心に共有することで

現着遅れを大幅に軽減しました。

また、ＧＰＳ配車システムも導入い

たします。

より扱いやすくより高い品質の製品

をご提供するため、試験室員が代

行試験から戻る際、ルート上の現

場を巡回し品質にフィードバックし

ています。

事務所内に配置する人員を見直し、

お客様のお問合せに対しても素早

く解答することでより多くのお客様の

オーダーを頂戴できる仕組みを作

りました。

ご要望

解答

NR-mix商品のサンプルや総合カタ

ログ・施工実績写真集などをご用

意し、よりお客様にわかりやすくご提

案できるようにいたしました。

本誌「NRtimes」において生コン屋

ならではの新着情報の企画に着手

しました。今後コーナーとして連載

予定ですので乞うご期待！

解答対策

対策

対策

お褒めの言葉

ドライバーが荷降ろしを手伝ってくれた

現場に直接きて打合せしてくれるので助かる

あいさつの元気が良い

本当にたくさんの貴重なお声、大変ありがたく思います。この

場を借りてお礼申し上げます。私達は皆様から頂いたお声を

けして無駄にすることなく、これからもより身近なNRとして、皆様

に愛される生コン屋を目指し、お客様の繁栄のお手伝いをさ

せていただく所存であります。どうかこれからも長岡生コンク

リートを宜しくお願い致します。

予定時間に遅れてくることがある

生コンにバラスが多いように感じる

1回目の電話に出ないことがある

コンクリートの最新情報が知りたい
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今 月 の ペ ッ ト！
今月のペットご紹介は、NRがいつもお世話になっている

㈲山梨一正建築設計事務所様のかわいいウーパールーパー

山梨家のうーちゃんをご紹介します。

名 前：うーちゃん

家族歴：約2年

体 長：約25センチ デカ!!（始めて家に来た時は5センチ位でした）

特 技：うーちゃんエサキャッチ！

（大好物ウーパールーパー専用フードを目にも止まらぬ速さでキャッチ）

それではお待たせいたしました。

豪華温泉旅行当選者発表は

裏面をご覧ください。

NR初 白コン（ホワイトコンクリート）出荷しました

先日NRでは初となる白コンを出荷いたしま

した。白コンはホワイトセメントを使用して製

造したコンクリートで、美観性と機能性に

優れたコンクリートです。今回は、ホワイト

セメントのほかに白色の顔料（チタン）も混

ぜ、より美白を強調しました。NRでは、皆

様のご要望にお応え出来るよう、精一杯

の対応をいたします。特種コン、その他ご

要望等ございましたらまずはNRにご相談く

ださい。何でも練ります。

打設現場 白コンの倉庫

普通コンの擁壁

ドライウェイポルトランドグレイ

白コン

普通コン

NRは打ったら（売ったら）終わりじゃありません

絶対に汚れないコンクリートのご提案

NRは打ったら終わりじゃあり

ません。今回はお庭屋さん

様の老朽化復元現場をご

紹介します。長い年月雨

風にさらされ、まっ黒に汚

れて劣化したコンクリートも、

NR補修・色合わせ技術で

ご覧の通り まるで打ちたてのコンクリート

のように復元いたします。さ

らに、復元したコンクリートを

MCタイトで改質、そしてMC

ファインで遮水し劣化と汚れ

を防止。建て替えより延ばす

時代。低コスト、エコロジー

NRにお任せください。

生コン車に限らずNRの車両が

「来た時よりも美しく」をコンセプトと

し、これまでも「竹ほうき」「ブルーシー

ト」を搭載等、美化に取り組んでまい

りました。このたび新作戦として全車

両ゴミ袋を搭載しましたので

とし、NRスタッフ全員

で現場周辺のゴミ

拾いを行います。

ゴミ袋をいっぱいにし

街がもっと美しくなる

ことを願います。

設計：前田篤伸建築都市設計事務所様

施工：㈱光栄工務店様
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それでは皆様、お待たせいたしました。

クレームカード第10弾 日頃のご厚意に感謝を込めて

長岡生コンPresent's!!クレーム書いて温泉旅行当てよう。

2組4名様

伊豆長岡温泉一泊二日ご招待!!
当選者発表です。当選者はこちらの方たちです。

それでは皆様、お待たせいたしました。

クレームカード第10弾 日頃のご厚意に感謝を込めて

長岡生コンPresent's!!クレーム書いて温泉旅行当てよう。

2組4名様 豪華

伊豆長岡温泉一泊二日ご招待!!
当選者発表です。当選者はこちらの方たちです。

㈲山田斫り 山田栄輝様

ドライウェイ

ＭＣタイト・ファイン

ステンシルコンクリート

ＷＡ－２１
スコリア

ネコイラズ

２ｔ３ｔミキサー

ヒートブロック

エアーマジック

カラー骨材

色合わせ

ツイデ便

スタッフブログ更新中！アクセス

お待ちしております。

ブログへのコメントも宜しくお願

いします。

当社では、HPでのクレーム受付も

行っております。

貴重なご意見をお聞かせください。

長岡生コンホームページ

好評更新中！

ちょいとお出かけスポットin伊豆の国 最新News

かつらぎ山山頂公園内に「絶景 富士見の足湯」がオープン!!

クレーム書いて温泉当てよう！当選者発表

㈱公栄工事 池田拓朗様

おめでとうございます&ありがとうございます
わが街伊豆長岡温泉で日頃の疲れをゆっくりと癒してください。
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富士山展望デッキの一角、駿河湾、富士山を一望できるとても眺めの良

い場所に設置してあります。のんびりと絶景を楽しみながら足湯につ

かって、心も体もリフレッシュ！この冬一番のおすすめです。

※足湯利用は無料。ロープウェイ運休時はご利用できません

営業時間 午前９時～１６時

（足湯の利用時間です）

場所：かつらぎ山山頂公園内、ｋ富士山展望

デッキ ロープウェイを下りてすぐ

料金：足湯の料金は無料

ロープウェイ 大人往復1,220円

子ども往復610円

編集長日記 ～日本の伝統行事を伝える～

平成22年1月17日、わたくしの住む地元地区ど

んど焼きに参加して参りました。わたし自身、

子供の頃どんど焼きはとても楽しみな行事の一

つで、早朝真っ暗なうちからお団子を持ち張り

きって家を出たものです。そんな私に似たので

しょうか、今では私の子供たちも張りきって家

を飛び出して行きます。近年、こうした日本の

伝統行事のも減りつつある時代ですが、古き良

き日本の文化をいつまでも受け継いでいきたい

ものです。

どんど焼きとは日本各地で行なわれる

小正月（1月15日）の火祭りです。どん

どさん、どんどん焼、さんくろうなどともい

います。お正月に使った門松やしめ縄、

お守り、破魔矢、祈願成就した「だるま」

などを持ち寄って焼き、その火にあたっ

たり、餅を焼いて食べて

無病息災を願うものです。

お正月にお迎えした神様を

お送りする日本の伝統的な

行事です。

約80種類600本の梅林が賑やかに開花し、1月上旬から3月上旬まで観梅

が楽しめます。梅まつりでは、雅楽の演奏等の様々な催事が行われ、小学

生以下による「写生コンクール」も行われます。

開催日 ：平成２２年２月１３日（土）～１４日（日）

開催時間：１０：００～

開催場所：伊豆の国市 おおひと梅林および大仁神社境内

開催内容：演芸各種（雅楽と神楽・詩吟等）、俳句大会、

写生コンクール、飲食店の出店など

アクセス：伊豆箱根鉄道駿豆線 大仁駅下車 徒歩５分

おおひと梅まつり開催!!

ＮＲ-Ｍｉｘ今月のＰＩＣＫ ＵＰ

WA砕石

900円/㎥

日頃のご愛顧に感謝しまして

２/１～２/末の期間限定 超特価！

現場配達も対応します。お問合せはNRスタッフまで！

配達の場合は10ｔ車にて2000円/㎥となります

伊豆の国市にピーターパンがやってきます。ミュージカル「ピーターパ

ンとウェンディ」のドキドキワクワクな冒険をぜひお子様と一緒に観に

行かれてはいかがでしょうか。

韮山時代劇場にピーターパンがやってくる!!
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