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富士コントロール 株式会社

～社長ごあいさつ～

～富士だより発行にあたって、お客様にお伝えしたいこと～

社  長：小高 正嘉
（おだか まさよし） 

小 高 正 嘉

お客様満足、従業員･協力工事店満足そして会社満足は三位一体であり、ど
れが欠けても成り立たないと弊社は考えます。お客様に安心・安全・快適
な生活をして頂く上で、必要な建物・機器のメンテナンスをすべて対応で
きるよう日々改善に努めております。 

私達は、お客様の生活スタイルに合わせていつまでも快適な生活をして頂
くために、住まいの健康チェックから修理や補修・リフォームまでトータ
ルにご提案し、お手伝い致します。
その一環としてごひいきにして頂いているお客様に対し、定期的にこの
「富士だより」を発行させて頂くことで、少しでも有効な情報をお伝えした
いと考えております。今後もより有効な情報をお届けできるよう、従業員
全員努力していきますのでよろしくお願い致します。

従業員

お客様

会社

安心
快適 安全

富士コントロール 検 索 

～新しくなったポイントをご紹介します～

2011年2月1日より

お知らせには、ニュー
スや、イベント、キャ
ンペーンを盛り沢山
載せていきます。

近々開催予定のイベ
ントや、弊社のチラシ
情報を見ることがで
きます。

リフォーム日記
現在、弊社で行って
いるリフォームが見
られます。

実際弊社で行ったリ
フォーム情報が見ら
れます。

是非、ご覧下さい

ココがポイント！

ココがポイント！

ココがポイント！

ココがポイント！

ホームペー
ジリニューアル！

※ホームページでは、お客様の声とその後の対応について載せています。

お客様からのアンケー
トハガキが、弊社に届き
ます。

改善
指示

アンケート
ハガキが
到着

弊社社長がまず確認し、ご
意見・ご要望など各部署に
改善の指示を出します。

社長がハガキを
確認

各部署の責任者が、内
容を元に改善行動を実
施します。

責任者がハガキを
チェック

各担当者は、その指示
を実行します。

担当者が実行
社　長●アンケートハガキの流れ

お客様から頂いたアンケートは、必ず弊社社長が確認し、改善をしています。
各部署 担当者

お客様の声

ホームペー
ジリニューアル！

【アンケート】
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◆弊社は、太陽光発電に力を入れています。◆リフォーム情報

◆太陽光発電についての
　質問にお答えします。

太陽光発電システムの設置価格は？

平成19年度の住宅太陽光発電システム平均設置価格（機器・工事費込み）については、新エネルギー
財団より、1kW当たりの平均価格が69.6万円であるとの調査報告があります。

Q & A

リフォーム人気部位　BEST5

～リフォーム産業新聞より～

第1位　キッチン 39.5％ 38.5％
第2位　トイレ 33.8％ 29.9％
第3位　浴室 32.7％ 30.5％
第4位　居間 31.1％ 25.9％
第5位　ダイニング 18.3％ 19.1％

リフォーム部位 全国 戸建て

弊社リフォーム人気部位　BEST5

◉トイレリフォーム

◆弊社は、太陽光発電に力を入れています。◆リフォーム情報

◆太陽光発電についての
　質問にお答えします。

～ その他にも弊社で施工した事例がいっぱい ～

※詳しくはホームページをご覧下さい。

■その他のリフォームはホームページへ

〈東京電力ホームぺージより〉

Q
A

風や台風への対策は？

屋根への太陽電池モジュールの取り付けは強度は、建築基準法に基づき強風にも耐えられるように設
計されています。

Q
A

導入後のメンテナンスは必要ですか？

日常メンテナンスは基本的に不要です
太陽光電池モジュールの汚れは、ほとんどの場合雨などで流されてしまいます。木の葉や鳥の糞など
の部分的に付着しても、発電量が大きく損なわれることはありません。

Q
A

機器の寿命は？

一般的に、太陽電池モジュールは20年以上、パワーコンディショナーは10～15年と言われています。

Q
A

曇りや雨の日は発電しないのですか？

明るさにもよりますが、曇りや雨の日でも、晴れの日よりも少ないながら発電されます。

Q
A

第1位　トイレリフォーム 54件
第2位　洗面リフォーム 33件
第3位　キッチンリフォーム 32件
第4位　浴室リフォーム 28件
第5位　外壁塗装工事 27件 Q & AQ & A

①TOTO㈱　GG-800
タンク式なのにローシルエット。高
さも奥行きもぐっとコンパクトに
なったトイレです。手洗いが高さ
80㎝で使いやすいと評判です。
　●節水No.1「4.8Lトイレ」
　●エコポイント対象商品

②TOTO㈱ピュアレストQR＋
　パナソニックビューティトワレ
弊社オリジナルセット。価格も取
付工事費を含んで10万円を切った
お手頃なセットです。

弊社は、トイレや水回
りの修理・修繕などの
メンテナンスを中心
に、より多くのお客様
とお会いし、ご提案・
お手伝い致します。

商品別人気ランキング

～Ｈ22年度弊社実績～

※写真はイメージです

◆弊社は、太陽光発電に力を入れています。◆リフォーム情報

◆太陽光発電についての
　質問にお答えします。
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注意警報発令 浄化槽の　 に
　 お答えします！！
浄化槽の　 に
 　お答えします！！

??

～単独浄化槽から合併浄化槽へ～

Q1. なぜ単独浄化槽より
 合併浄化槽は優れているの？
◇平成12年の浄化槽法の改正（平成13年施工）に
より、単独処理浄化槽の設置が原則禁止されまし
た。また、単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄
化槽への転換に努めなければならないとされまし
た。単独処理浄化槽ではし尿以外の生活排水は処
理されずそのまま排出され、周辺の水環境等に悪
影響を与えていますので、早急な合併処理浄化槽
への転換をお奨めしています。

Q2. 設置費用は
 いくらくらいかかるの？
◇80万～150万円位かかります。
　ただし、多くの市町村では、国庫助成制度を利用し
て、浄化槽の設置への助成制度を設けています。国
庫助成制度には浄化槽整備事業（個人型設置）と
浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）の二
通りがあります。また、自治体によって独自の助成制
度を設けている場合がありますので、詳しくは自治
体の浄化槽担当窓口にお問い合わせください。

浄化槽は、汚水・生活排水をきれいにして自然に流すという大変に大きな役割を担っております。
浄化槽の機能を保つ上で、定期的な浄化槽管理は必要不可欠です。
皆さんのお友達やご近所で浄化槽管理をされていない方、また他社をご利用されている方で現在
の浄化槽管理会社に、ご不満を抱いている方などいらっしゃいませんか？
「安心・安全・快適」をお届けし、16,000 客以上の浄化槽管理実績のある弊社へご紹介ください。
ご成約となった場合、ご紹介者様に心ばかりのプレゼントをご用意させていただいております。
詳しくは、担当アドバイザーにお尋ねいただき、「富士だよりを見た！」とお伝えください。
よろしくお願いします。

浄化槽維持管理の必要なお客様をご紹介下さい

ネズミ・ゴキブリ・ハチ

シロアリ 注意警報発令 白アリ発生のシーズンに入りました

ホームページでは、
詳しく施工内容や調
査内容を公表してい
ます。

●弊社が安心・安全・便利な理由
①悪質な床下リフォーム会社の捜査協力をしてい
ます。
②価格を公表した上で、適切な施工をさせていた
だいています。
③36年間で培った実績があります
④技術力を裏付ける保有資格を持ち、許認可・加
盟団体に加入しています。

企業様向けページ

浄化槽シリーズ 第９弾

弊社でも浄化槽の入替工事を
承っています。

〈環境省HPより抜粋〉

施工内容
※参考価格

基本価格床面積・建坪 1階建物面積

予防施工 2,200円/㎡
1,590円/㎡

49.5㎡（15坪）以下
以降1㎡あたり

退治施工 2,760円/㎡
1,900円/㎡

49.5㎡（15坪）以下
以降1㎡あたり

エアコンクリーニングやメンテナンスを定期的に行うこ
とにより、耐用年数を延ばし、故障など大きなトラブル
を防ぎます。

貯水槽は、法律（水道法）で年1回の清掃が義務付けさ
れています。ハト防除について

●糞により、製品が汚れてしまって困っている・・・
●鳴き声や騒音がひどい・・・・
●来客の際、美観が気になる・・・・

◆ハトの防除に自信があります！
なぜなら・・・
①他社とは施工方法が違います！ 99.9%以上の防除が可能です！
②効果が長く保たれます！ 効果が持続します（一年間保証します）
③実績が違います！ 36年に渡る実績があります！
　ペストコントロール優良事業所認定会員です。

ネズミ・ゴキブリ駆除
～以下の様な症状が現れたら駆除サインです～
・パン・お米・粉類の袋にかじられた跡がある
・天井裏からバタバタと音が聞こえる
・夜になると、カリカリと音が聞こえる
◆ネズミ駆除  ￥15,750～　◆ゴキブリ駆除  ￥18,900～
※価格は、対象種・建物面積等により異なります。

ハチ駆除
～危険なハチを巣から除去します～
◆アシナガバチ  ￥10,500～　◆スズメバチ  ￥15,750～
※価格は巣の位置状況により異なります。

注意警報発令
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★コミュニティ広場★
ありがとうございました。

お客様の声・アンケートを、いつもありがとうございます。

お客様の声は社長に届いています。

お客様の声・
アンケート、
いつもありがとう
ございます！！

❶新じゃが芋は皮をむき、スライサーで千切り
にし、水に放し、２～３度水をかえてあく抜き
して、タオルで水分をふきとる。

❷新玉葱も輪になるようにスライサーにかけ、
水に放し、パリッとさせて、水分をふきとる。

❸パセリはみじん切り、ピーナッツは荒く包丁
で切っておく。

❹❶、❷、❸をタラコネーズで和える。
※マヨネーズとタラコはまぜ合わせて、ビンに
詰めておく。

※ポテトサラダに和えてもおいしい。

作り方

材　料

♪新玉葱と新じゃが芋のサラダ

かんたんお料理レシピ風水コーナー（玄関風水） かんたんお料理レシピ

ふじくん　　　　　　大ハリキリ

前回の地域ふれあい
感謝祭風景

平成22年11月「スペースU 古河市民プラザ」にて

祭祭

初めてリフォームされる方へ

●いろいろな新製品が見られて大変楽しいです。これからも
続けていただきたい。
●古河では初めてと聞きましたので毎年やっていただけれ
ばと思います。
●今回3回目です。いつも楽しみにしてきています。また呼ん
で下さい。カレンダーとっても嬉しいです。
●今日はありがとうございました。楽しかったです。テレビは
欲しかった･･･残念。

展示会アンケートでのお客様の声

初めてリフォームされる方へ

“ご注意ください”
『富士コントロールの工事業者です』と
名乗る悪質業者の被害報告を受けました。

弊社は定期的に展示会を開催しておりますので、
是非一度ご来場下さい。

「感謝祭」開催日等は、新聞折込や弊社社員にて
お知らせ致します。

【5人前】
新玉葱 ・・・・・・・・・・・２ヶ
新じゃが芋 ・・・・・・１ヶ
ピーナッツ ・・・・・・適宜

パセリ ・・・・・・・・・・・適宜
マヨネーズ ・・・・中１本
タラコ ・・・・・・・・・・・２腹

玄関の風水インテリアで家の中へ良い気を呼び込もう！
風水では玄関が家の中へ良い気を取り込む入り口だと考えられています。その玄関の
ポイントをご紹介します。
風水インテリア 玄関ポイント１ ： 玄関はとにかく明るく！
まず第一に玄関を明るくしておくということです。暗くて湿った玄関には良い気が入っ
てきませんので、照明を使って明るさを演出しましょう！
風水インテリア 玄関ポイント2 ： 香りで良い気を呼び込もう♪
風水とアロマ（匂い）は切っても切れない関係なんです。なぜなら、香りというのは風に
乗って運ばれるモノだからです。
風水インテリア 玄関ポイント3 ： アーティスティックにいこう！
写真や画には強い力があります。風水で玄関を考えるときにも、明るい雰囲気になる
画や写真を飾るのは効果的。飾るなら花や綺麗な風景画や写真が良いようです。
風水インテリア 玄関ポイント4 ： 観葉植物や生花を飾って気の流れを良くしよう！
植物は自然の気をもたらしてくれますし、邪気を吸収し、家の中に流れ込む気を良くして
くれます。ポイントは、玄関に入ってすぐの目の付くところに生きた植物を飾ることです。
風水インテリア 玄関ポイント5 ： 外からの悪い気は玄関マットで落とそう！
外出先からの悪い気を家へ持ち込まないようにするために欠かせないのが玄関マッ
ト。マットを選ぶとき、素材はなるべく自然に近いモノを選ぶ事です。また色は明るめ
の色を選ぶかその年のラッキーカラーを選ぶのが良いようです。
風水インテリア 玄関おまけ：悪い気を防ぐ為に床は常に清潔に！
とにかく風水では汚いのはNGです。とくに、全体運を左右する玄関ですからなおさら
です。ココが汚れていると悪い気が入り込みやすくなってしまいますから、常に清潔に
するように心がけましょう。掃除は水拭きでOK！さらに風水的な効果をプラスするな
ら塩を一つまみ入れると効果がUPするそうですよ。

一昨年より弊社の関係会社だと名乗り、お客様宅に上がり込ん
だ上、不要な商品販売・過大なリフォーム施工等を行っている被
害報告がお客様よりございました。地域は、埼玉・茨城・栃木・群
馬各県に及んでおります。
弊社の従業員は、
１、必ず、写真入りネームプレートを携帯しております。
２、社名入りの社有車でお伺いしております。
３、名刺を携帯しております。
以上の３点をご確認ください。不審と思われましたら対応を控え
弊社にご確認ください。
弊社は、悪質リフォーム、悪質訪問販売等の摘発の為に、関係機
関の捜査協力・捜査支援を行っておりますので、何なりとご質問
ください。

★コミュニティ広場★★コミュニティ広場★
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