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表紙特集・100周年記念グッズ
100周年を迎えた当社の記念グッズを制作中！ お楽しみに！

100th

CO NTE NTS

①

Anniversary

②
⑥

１００周年の取組み

【EVENT】2020・2021年末年始 /

【WORKSHOP】FC 卒業発表会

【NEWS】住宅リノベーション / デザイン部紹介

【NEWS】メディア掲載 / 宿泊事業 / 公共事業

【EVENT】まかない飯コンテスト

③

2021

④

⑤

①100周年ロゴステッカー
②100周年特設サイト
③経営理念クレドカード
④オリジナルモバイルバッテリー
⑤100周年記念ブック
⑥オリジナルエコバッグ

サンプルテキスト

WO R K SH O P

フレッシャーズキャンプ
卒業発表会

昨年入社のお２人が“新規事業プレゼン”を通して、
１年間の社内研修成果を披露してくれました！

Global
Electrical

内装工事における電気設備については社内で知識と経験を
兼ね備えた諸先輩方がいらっしゃいますが、全てをカバーで
きない状況です。
今後、完全内製化を図ることで、更なる基盤強化を図り、将
来的には海外進出して自社の誇れる技術力を世界に向けて
発信していきたいです！

ホテル事業（不動産、建築、運営）
で他社を圧倒する力を兼
ね備えている自社であれば、海外でも威力を発揮できると
考えています。
まずは第一弾として、
アメリカに自社の理想とする“KGRIT
ホテル”を建設して星数の多いホテルとして運営し、
アメリ
カンドリーム実現に向けて頑張ります！

アイディア発想力 賞

レポートプレゼン至高 賞
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オンライン画面上の社員も含めて、卒業を盛大に祝いました(^^)/

卒業おめでとう！

◀オンライン参加社員

PROMOTION
EV E N T

2020 - 2021

2020年は毎年恒例の社員旅行も中止となり、社員同士のコミュニケーションが思うように取れず・・・ コロナ禍での
初の年末年始
社内交流を大切にする会社にとってもとても辛い1年となりました(>̲<)

December 28,2020

【2020年納会】

社員全員にマスクやフェイスシール

ドが支給され、換気などを行いなが
ら、万全な体制で自社マンション内
で納会を実施しました。
オンライン上での交流が多かったで
すが、直接会って過ごす時間はやは
り大切ですね(^^)

【2021年祈願】

今年も自社マンション敷地内にある
『竜神様』
に、
社員健康や商売繁盛を祈願しました(^^)/

まだまだ世の中が大変な状況ではありますが、
社員一丸となって前進してまいりましょう！

100周年委員会
〈社歌プロモーション動画〉

100周年を記念して社歌を制作し、社員が撮影に
参加したプロモーション動画が完成しました！
2021年秋公開予定！ご期待ください(^^)/

January 6,2021
ついに創業 100 周年を迎えた 2021年、今はまだ皆で集まることは
難しいですが、今だからこそできる様々な取り組みが始まっています！

〈書き納め〉

1年の締めに社員全員で
「えん」
を書きました。

アツイ想いがみなぎります！

100周年特設サイトにて
それぞれの「円」公開中！

▼社長ノリノリです(^^♪

まだまだ企画中！お楽しみに！
・YouTube、Instagram 様々な出来事を定期的にアップ
・記念グッズ 9月頃完成に向けて進行中
・サンクスツリー 社員全員の想いが大きな感謝へ
etc...

RECREATION
EVENT

新型コロナウィルスのため、毎年開催している社員旅行が中止となりましたが、
レクレーション委員会発案のコンテストが大盛況でした(^^♪
第一回：生姜焼き丼

第二回：甘辛コチュジャンヤンニョム丼
香ばしい豚肉の生姜
焼きと心温まる豚汁♪
極旨でした！

彩りが鮮やか！
心も体もポカポカ
寒い時期にピッタリの合わせ調味料が
効いた韓国料理(^^)最高でした！

手慣れた包丁さばきと連携プレーで手際良いですね！

お食事までもう少しお待ちくださいね♪

社長のエプロン姿はかなり
貴重でした！
“主夫”もお似合いです！
さすがですね(^^)/
焼き加減はお任せあれ♪

今回はご飯係です♪

第三回：スープカレー

第四回：心と体を温める豆乳鍋
鳥とこぼうの炊き込みご飯

ジャガイモの皮
向き手さばきは
圧巻です！
スパイスの香ばしさと野菜たっぷりで
とろみあるカレーは逸品でした！

日頃から自炊していることも
あって料理にこだわりと自信
をもって優勝狙う男料理！

団子三兄弟ならぬ
男三人衆(^^)/

現場監督上司・部下連携プレーは
見応えバツグン！

カレー粉で味付けされた
チキン！既に美味しそう！

ホスピタリティ溢れる
社員のオモテナシ♪
美味しくて心もホカホ
カ笑顔になれました
(^^♪

RECREATION
EV E N T

各チームごとに特徴ある手料理で、社員全員大満足でした(^^♪
2020.9.24 - 12.10
第五回：大人のお子様ランチ

第六回：特製クラムチャウダー・バケット付き
秘伝のチャーハン完成！
最高の出来♪

大ベテランがシェフ！
かっこいいです！

全て手作りで、沢山の思いが
詰まっている、
ワクワク満載
の料理でした♪

パンとの相性バッチリの深い味わい特製
チャウダー！
世代を超えた最高のオモテナシでした♪

味付けしてコネコネして、
お店では味わえない絶品♪
まるで家族（親子）
みたい！

男性陣２人
頑張ってます！

第七回：特製芋煮鍋・パンケーキ付き

社長も大満足♪

第八回：漁港で食べる漁師飯
男料理の醍醐味が体に
沁み渡る“汁汁”尽くし
(^^♪

釣り鯛めしとあら汁。
新鮮な海の幸で料亭
の上品な味わい！

野菜たっぷり味の沁
み込んだ芋煮は絶品！

概念を覆すシーチキン
大根はホクホク(^^)/

これぞ、海の宝石箱！

寒い季節には
必須アイテム！

逸品ものの
新鮮なタイ♪
アンコとクリームが相性
抜群なお洒落スイーツ♪

釣ったばかりの新鮮なタイを
さばく常務♪

常務の畑から
誕生したお芋

社内の最新情報

NE W S

〜次世代を担う若手経営者に聞く〜
Media
掲載情報

注目企業/システムReport

インタビュー:井藤元希さん

当社の実績と様々な取り組みが
建築業界で注目されました！

「建築業界では人手・人材が不足し、
▶深刻な問題！
特に若手の現場監督が育たない…」
当社の取り組み

各種研修で現場監督の能力向上を図る
幅広いニーズが求められる建築施工において、
当社は
『高い技術力』

総合力を高める教育と育成に注力
本部スタッフによるバックアップ体制を強化

と
『施工ノウハウ』、
『迅速な対応』
で他社を圧倒し、
「信頼できる施工
会社」
という評価を得ています！

コロナ渦の集客対策 ／ 宿泊事業

宿泊事業では、GoToトラベル事務局の厳しい審査基準をクリアして、様々な取り組みを展開しています(^^)/
【キャンペーン】

【SNSの活用】

【ルーム改装】

〉
before

“GOTO”キャンペーン実施中！

LINEのお得なクーポン考案や、
Instagramで弊社デザインの
オシャレルームをご紹介中♪

昨年から千葉県内で学校や公共施設などの改修工事
に携わらせて頂いており、
自社の施工ノウハウを思う
存分発揮しながら、若手の現場監督を中心に日々業
務に励んでいます！
今年度は売上高㊙億円を達成することを目標に邁進
中です！
今年度からは、更なる社会貢献度アップを目指して県
外各地の公共事業への積極的な参画を図るために諸
々を準備中です(^^)

デザインを刷新して、従来よりさらに
ラクジュアリー感溢れるオシャレな
空間に仕上げました(^^)/

自社の技術を各地へ ／ 公共事業

公共事業拡大中

after

NEWS

×

リノベーション

新型コロナウィルスの影響で外出自粛や在宅勤務などの普及で
「お家時間」
が増えて、仕事や生活環境が大きく変化しました。
「快適な暮らしを実現する癒しの住まい」
をリノベーションで実
現され、生まれ変わった素敵な空間を手に入れられたお客様の
ご自宅をご紹介！！
間接照明を
造作棚に組込み

お施主様こだわりの
アクセント

S様邸：甘くないフレンチスタイル♪

床の段差を利用した造作
バックカウンター

次号
予告
２０２１年４月

M様邸：土間から始まるカッコイイ暮らし

新規事業

Woo design
ウーデザイン

立ち上げの経緯や今後の狙い、
メンバー紹介などは次回
「Vol.16」
で
ご紹介予定ですので、
ご期待ください！！

始動！！

生活環境の変化 ／ 住宅リノベーション 施工事例

おうち時間

≪１年の総括≫

タブロイズ委員会からメッセージ
皆様お疲れ様でした。
１年振り返るとコロナで大きく変わった年だと
感じます。
そんな中少しでも明るい話題を発行
できたのは委員長をはじめメンバーの皆さん、
話題を提供したいただいた皆さんのおかげで
した。
どうもありがとうございました。

清宮

今年度もありがとうございました。
部署の垣根を越え、魅力あふれる記事
を一緒に作ってくれたメンバーの方々
にもお礼申し上げます。今後ともよろし
くお願いします。
川口

TABLOID
S
2021

おつかれさまでした！
今年度は暗い話題が多かったですが

少しでも明るいニュースを届けることが
できていれば幸いです！来年も引き続
きタブロイズで活動します。今年度お疲
れ様でした！来年度もよろしくお願いし
ます！
瀬尾

コロナの影響で本当に色々なことが自粛され
て下を向くような状況だったと思います。
その
ような状況下でも弊社では常に前向きに独自
策を打ち出しては実行するということを繰り返
してきました。
そのことが功を奏し、既成概念に
とらわれない多くの発想が見出されたと思い
ます。私自身も見習って成長していきたいと思
います。
ありがとうございました。

春日

1年間ありがとうございました！！
2020 年委員会活動

会社概要

【改善委員会】【業者親睦委員会】【タブロイズ委員会】【店舗視察委員会】【ドラフト委
員会】
【100周年委員会】【フレッシャーズキャンプ事務局】【MISSION】
【やる気スイッ
チ委員会】【レクリエーション委員会】 ※五十音順

INSTAGRAM

株式会社 K G RIT
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11-1
TE L:047-432-4321

株式会社 カナガワエ ス テ ー ト
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11- 1
TE L:047-432-2020

株式会社 K G RIT 高円寺支店
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南 1-19-8
竹嶋ビル ACT-3 201
TE L:03-6454-6066

DEAR H OME
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11- 1
TE L:047-411-9003

弊 社 の 活 動 や 社員の日常などを投稿しています。

KGRIT

100 周年記念

I NS TA G R A M アカウント

株式会社 カナガワ
〒111-0034
東京都台東区雷門 1-7- 10
TE L:03-3843-4321

D E ARHOME
ARHO ME

MOC（家具工場）
〒341-0034
埼玉県三郷市新和 4-452-14
TE L:048-934-5362

株式会社 レイ
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11- 6
TE L:047-433-8181

