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身近なクールビズといえば「吸汗・速乾」機能のあるシャツ。汗によるベタつき・不快感を軽減させると同時に水分が蒸発する時の気化熱で冷却効果が期待できますが、洗濯に柔軟剤を使うと機能の効果が薄れる
のって知ってました？柔軟剤でコーティングされると肌触りは良くなるが、生地が汗を吸わないぶん衣類内でムレやすくなり不快指数が増すんだって。

マーボー君の豆知識：
発行部数：1800部
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趣味

コメント

アルベルト　フェラーリ

29歳

イタリア　ベニス

バスケ　サッカー

MAPEI製品アドバイザーのアルベルト　フェラーリです。
3年前に札幌に居たので日本語は少し出来ますが、現在勉強中で
す。MAPEIの技術を紹介し、日本の力になりたいです。
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ご存じのように、弊社ではこれまで６年間透水性コンクリート舗装を

手掛けてまいりました。時々にお客様からの貴重なご意見を頂戴しながら、

今では年間実績が一万㎡を超すほどお客様からの好評を頂戴するにまで

にいたり、エコや自然保護の観点から今もますます成長を続けております。

やはり、コンクリートは人のためになる！ということが証明され

たようで、お客様には感謝の念に堪えません。

さて、その透水性コンクリート舗装、このたび強力なパートナーを得ることができました。

その名も、三和グランド社のエターナルサンド！

その驚くべきは、今までみたことのないレベルの保水力！

その秘密は、使用する骨材（石）にあります。

ドライウェイの場合は基本的に5mm以下の通称7号砕石を使用しておりますが、エターナルサンドの石はなんと、スコリア

（火山砂礫。わお！地産地消！） 韮山工業様製造 と高炉水砕スラグ。

多孔質（あなぼこだらけ）の石を利用しているため、信じられない保水性能が実現したのです。

この性能により、雨水貯留施設の軽減が可能になり建築自由度の向上はもちろん、環境温度のさらなる低減を実現でき

ます。 ※ただし、歩道に限り適用可能です・・・、駐車場にはドライウェイで！

15年以上の実績を有する保水性舗装企業三和グランド社との提携により、NRはますますお客様のお役にたつ企業を目

指していきたいと思います。

お役にたちます！と固った丸は思っております。

ＭＡＰＥＩ社とは建設用化学製品製造を主要分野とする世界

的に知られた企業です。株式会社インターラングジャパン社様

協力のもと、NRはこの一年半でＭＡＰＥＩ社と密接な協力関係を

構築してまいりました。具体的には、ＭＡＰＥＩ社の持つ技術の一

部に対し、日本市場でのフリーライセンスを供与された形になり

ます。今後これを活用して既存事業の強化、新規事業開発に

着手することになります。

ＭＡＰＥＩ社は１９３７年にミラノで設立。当該分野では世界トップ

クラスのシェアを占め、グループの年商は20億ユーロ（2,400

億円）。５大陸25カ国に56のプラント、63の子会社を有するグ

ローバル企業です。そして、日本の企業と技術協力関係を結

ぶのは今回が初めてとなります。

１年半前にＭＡＰＥＩ社の関係者が来日した際、「日本にはあっ

ても欧州にはない技術、欧州には浸透していても、日本では浸

透していない技術」が存在することを確認し合い、その後協力

的に話し合いを深めるなかで、今回の技術協力関係の締結と

なりました。

写真左：副社長マルコ・スクィンジ氏 右：アルベルト・フェラーリ（NR勤務）

ミラノMAPEI本社会議室にて

今後は、土木・建築を問わず、日本の建築土木企業にとっては画期的と思えるイノベイティブなＭＡＰＥＩ社製品を導入

していくことはもちろんですが、MAPEI社と共同で、日本国内での新技術の開発をしていけたらと存じております。

イタリアからアルベルト・フェラーリ君が6月6日付けで、長岡生コンクリート試験室所属の技術営業正社員として着任い

たしました。アルベルト君は、MAPEI社技術責任者であるジョルジョ・フェラーリ博士の息子さんで、日本語力にも優れて

います。来日前に、ＭＡＰＥＩ社での研修を修め、ＭＡＰＥＩ社製品のアドバイザーとして活躍してまいりますので、どうぞよろ

しくお願いします。

NR実験室
では脅威の保水力を

ご覧ください。この製

品の品質規格、保水

量0.20g/cm3 以上で

ある50ccの水をかけ

て見ましょう。

グングン水をの飲み込ん

でいき、50ccの水をなんな

く保水しました。下から垂

れる様子もなく、まだまだ

行けそうです。そこで更に

行ける所までチャレン

ジ！

結局、今回の実験では約

60ccもの水を蓄えることが

出来ました。

これはなんと、体積の約

25%もの水を保水したこと

になり、抜群の保水性能

が確認されました。

結果発表！

こんにちは試験室の角井と申します。試験室の業務はいわゆる裏方と呼ばれる

業務内容でして、一日中砂や生コンをいじったり、一日中パソコンに向きあったり・・・

私なんかパソコンと話したりします。(^_^;) はっきり言って、地味な作業の連続です。

そんな中、最近さらに地味な試験を行ってしましました。

生コンの凝結時間を見る(プロクター貫入抵抗)試験です。

なんだそれ？ってかんじですよね。

生コンのこわばり・・・打ち継ぎの限界時間やスランプロス等に関係する試験です。

内容はと言いますと、朝モルタルを採取し後はひたすらそこに鉄の棒を

刺しては抜きの繰り返し。夕方まで・・・

最初は皆、興味を示して覗いたりしていましたが、時間の経過とともに

一人減り、二人減り・・・最後は三人しかいないみたいな・・・

本当に退屈な試験でした(＞_＜)

そんな地味な試験室ですが、お客様のお声に少しでもお応えするべく、今日もコツコツやってます。試験の時だけでなく、

少し息抜きをしたい喉が乾いたｅｔｃ。 ぜひ立ち寄ってください。試験室一同お待ちしています。(-^□^-)

NR試験室日記
ガンバレ試験室！

※上記はイメージ写真です。

用途例 親水散策路

・人事異動に伴い、連絡先が変わりました。営業部

田中和夫氏退職に伴い、連絡先携帯電話を変わって

アルベルト フェラーリが持つ事になりました。

・営業部 野田眞氏が工務部へ異動となりました。

今後とも、宜しくお願い致します。

NR営業スタッフ連絡先

出 荷 090-1729-9964
宮本充也 090-1729-9893
柳川眞次 080-3630-9722
渡邉勝美 090-1729-9813
間部清隆 090-9823-2997
池上 信 090-9820-5283
小松英樹 080-3525-5405
アルベルト フェラーリ 090-1729-9891
渡辺正貢 090-3587-1825



節 日程 キックオフ 会場

  

 

18:30 アウスタ

8月27日（土） 19:00 アウスタ

セレッソ大阪

横浜F.マリノス

URL http://www.nr-mix.co.jp/
㈲長岡生コンクリート

長岡・さくら工場
　　　　〒410-2211
　　　　伊豆の国市長岡781

代表055-947-0049 試験室055－047-0051 FAX055-947-0052
出荷055－947-6222 NR Mix055-947-0050 出荷携帯090-1792－9964

E-mail nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp

第22節

第24節

7月2日（土） 18:30 アウスタ

7月16日（土） 18:30 アウスタ

7月27日（水） 19:00 アウスタ

8月13日（土） 18:30 アウスタ

8月20日（土）

あなたの町の生コン屋さん　　㈲長岡生コンクリート

第2節

第5節

ナビスコ

1回戦

第21節

対戦カード

鹿島アントラーズ

アルビレックス新潟

ヴァンフォーレ甲府

大宮アルディージャ

市役所
スタッフブログ更新中！

アクセスお待ちしております。

NR Timesバックナンバー掲載

長岡生コンクリート

ホームページ好評更新中！

NRからお詫び訂正

NR恒例「生コン頼んでJリーグ親子観戦チケット当てよう

2011」今年も始まりました。

毎年皆様より大変好評頂いておりますこの企画も、今年

で4回目となりました。休みも取らず仕事ばかりしてい

るお父さん！たまには親子でサッカー観戦してきて下さい。

NRではそんな親子の時間をプレゼントいたします。

応募方法は至って簡単！生コンご注文の際に、「サッカー

チケット宜しく」と言って頂ければエントリー完了。ご希

望の試合があればお伝え下さい。

尚、人気の試合は抽選にて決定させて頂きますので、予

めご了承下さい。

ご応募お待ちしておりまーす！

「NR饅頭」
我々長岡生コンクリートでは、日ごろからお世話になっている皆様へ感謝の気持ちを込めるとともに、地元伊豆

の国市の特産物でもある「温泉饅頭」を地元のおまんじゅう屋さんに協力していただき、「NR饅頭」と銘打ちま

して舌鼓をうって頂いております。5年前より始まった「NR饅頭」は今年でなんと6件目のお店となりました。

そして平成23年度、我々に協力していただける饅頭屋さんはコチラ！

さんです。

あやめ園さんは温泉の町伊豆長岡に残る老舗の饅頭屋さんで、夫婦でおいしい

饅頭を作られています。今回のこの小松の図々しいお願いにも笑顔で快く引き

受けていただきました。

皆様のもとへおいしいお中元を届けるべく、あやめ園さんの協力のもと7月より

営業部一同、走りまわりたいと思います。

もちろん、あやめ園さんの店舗でもご購入いただけますよ！試食と称して1箱

いただき、おいしく食べさせていただきました！仕事も忘れてまんじゅうばかり

を食べていたなんて口が裂けても言えません。

それではあやめ園さんと我々長岡生コンクリートを今後ともよろしくお願いします！

ちなみに、

平成22年度は「はなぶさ」さん

平成21年度は「黒柳」さん

平成20年度は「柳月」さん

平成19年度は「豆の樹」さん

平成18年度は「紅粉屋」さん

にご協力いただきました！

ありがとうございます

NRまんじゅう今年はココ‼

今年の４月にコンクリート診断士講習会を受講し、７月には受験する予定である。かれこれ何回目の挑戦であろうか。毎

年今年こそはと受験に臨むが毎回失敗している。何かが間違っているか、足りないと思える。

そこで今年はその原因を究明して、勉強方法を変えようと考えた。究明した結果、集中力と記億力であることが判明した。

これは私の中でだけで言い訳かもしれないが、元来記億力の悪い私が加齢と共に記憶力はどんどん低下する中、臭いは上

昇していく。

では、集中力はというと目は老眼、肩こり、腰痛持ち、１時間もてば良い方である。このように記憶力と集中力の相乗

効果により覚えては忘れる、また覚えては忘れるの繰り返し、まだ覚えるのなら良いが覚えないうちに忘れる、２歩進ん

で３歩下がる的な進捗状況。この位言い訳しておけば同年齢者には理解していただけるだろう。

そこで！今回はこの状況を打開するために勉強方法を構築した。まず勉強する時間帯を最も脳みそが働く（私個人とし

て）朝の時間帯に持っていく、つまり朝４時に起きて仕事の前に何を行う、ちまたでは４時ラーと呼んでいるらしいがそ

の方法で朝４時から毎日、勉強を実施することとした。夜は時間もなく、頭も目も死んでいるためやっても無駄なのであ

る。やり始めて３週間位過ぎたが、今までの理解力とは数段違うような気がする。また記憶を維持するために前日やった

ところを復習することである。考えてみれば昔子供の頃先生に予習，復習をきちんとやりなさいと言われたものだ。その

ころは記憶力が良かったのであまり感じなかったが今になってみればその通りだと思う。残り２ヶ月間この方法で勉強を

やってみようと思っている。継続し続けることが大切だ、できるかどうかが問題だが･･･。

そしてその結果、９月頃またこの場で今度は「コンクリート診断士合格手記」として、皆さんに会えることを楽しみにし

ている。

有限会社長岡生コンクリート 柳川 眞次
あやめ園とNRコラボ包装紙

NRまんじゅう

オリジナル焼印

温泉まんじゅう本舗 あやめ園
伊豆の国市長岡176-8

TEL055-947-2084
代表者 稲木 貞龍

あやめ園さんのおまんじゅうは

伊豆長岡温泉イベント限定販売

温泉まんじゅう詰め合わせでも味わうこ

とが出来ます。

伊豆長岡温泉8つの店舗のおまんじゅ

うを一度に味わえるとっても贅沢な一箱。

伊豆の国市イベントを要チェック！
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皮もあんもソフト味で、1個食べるとも

う1個と手の出るあきない味、美しい

まんじゅうです。

何を隠そう僕のコレ！
NRまんじゅうなん

でーす！

順天堂病院
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