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神谷建設が心を込めてお届けします

2018

統括マネージャー

井手 順之

コンサルティング事業部
第１グループ
リーダー 兼
コンサルティング営業担当

一木 雄太

あけましておめでとうございます！
一年が過ぎるのって、あっという間ですね。
昨年は時間の流れについていけず、気が付い
たら年末になっていました。
2018 年は時間の流れと一緒に過ごしていけ
たらなあ、と思います。
【今年叶えたい目標・想い】
ゆっくりと一歩ずつ成長！

コンサルティング事業部
第１グループ
コンサルティング営業担当

落合 里紗

新年明けましておめでとうございます。
神谷建設の設計として、日々お客様により良
いご提案ができますように尽力してまいり
ますので、よろしくお願いいたします。

【今年叶えたい目標・想い】
髪の毛を切ってしまったので
また伸ばします！

コンサルティング事業部
第１グループ
設計担当

片岡 桃子

あけましておめでとうございます。
昨年はいろいろとお世話になりありがとう
ございました。
本年も変わらぬご愛護賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

【今年叶えたい目標・想い】
今年こそ高尾山登山

あけましておめでとうございます。
本年も、皆様方のお役立ちが出来るように、
自分自身の知識・技能を身に付けられるよう
精進したいと思います。
今年は健康に明るく楽しく、日々感謝の心を
持ち頑張っていきたいと思います。
本年も宜しくお願いします。
【今年叶えたい目標・想い】
ほめ達検定 2 級

コンサルティング営業担当

山田 大貴

コンサルティング
事業部
第１グループ
管理建築士

生田 達弥

コンサルティング事業部
第１グループ
リーダー 兼
施工管理担当

夏目 泰弘

コンサルティング事業部
専門職グループ
リーダー 兼
施工管理担当

進藤 祐造

あけましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。
本年も宜しくお願い致します。
今年は厄年なので何事にも充分気をつけて
仕事に取組みたいとおもいます。
コンサルティング事業部
専門職グループ
リーダー 兼
施工管理担当

金原 正城

【今年叶えたい目標・想い】
-５kg ダイエット
日経平均 25,000 円超え

コンサルティング事業部
専門職グループ
リーダー 兼
工業用地開発担当

永坂 恵隆

神谷建設株式会社

西澤 稔

新年明けましておめでとうございます。
昨年中も皆様に大変お世話になりました。
今年こそ、中日ドラゴンズと名古屋グランパ
スエイトの浮上とサッカー日本代表の決勝
トーナメント進出を祈るとともに、お客様に
とって、より良い建物作りと価値あるご提案
ができる様に頑張ります。
【今年叶えたい目標・想い】
ウエストを５cm 細くするため、
腹筋を鍛える。

コンサルティング事業部
第１グループ
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コンサルティング事業部
第１グループ
リーダー 兼
施工管理担当

明けましておめでとうございます。
旧年中はたいへんお世話になり、誠にありが
とうございました。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
からだのあっちこっちにガタが来ています
が、老骨に鞭を打って、後輩の指導にがんば
って行きたい(生きたい)と思います。
【今年叶えたい目標・想い】
法隆寺の伽藍配置の観賞
(去年も達成できず、４年越し)

夏目 一慶

■愛知 県知事 許 可 特 ‐
２４）
第９２４３号
■宅 地建 物取 引業者免 許 愛知 県知事 ２ 第２１１０３号

明けましておめでとうございます。
昨年は、工事を通して皆様には大変お世話に
なりました。
2018 年は、神谷建設全体で協力しながら、お
客様に様々な提案、施工が出来るよう、1 つ
1 つのお困り事の解決に向かって、真摯に対
応、行動していきます。
本年もよろしくお願いします。
【今年叶えたい目標・想い】
娘に嫌われない。息子に厳しくする。

新年明けましておめでとうございます。昨
年は大変お世話になりました。今年はより
一層お客様のお役に立てるよう、知識面・
精神面の発展に努めていきたいと思いま
す。フレッシュさを忘れず、真摯に仕事に
取り組んでいきますので、今年もよろしく
お願いいたします。
【今年叶えたい目標・想い】
平日帰宅後に家事を行う

コンサルティング事業部
第１グループ
リーダー 兼
コンサルティング営業担当

)
(

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は皆様方に大変お世話になり、誠にあ
りがとうございました。
今年は昨年以上に、皆様のお役に立つことが
できるよう最大限の努力をする所存ですの
で、変わらぬご愛顧の程よろしくお願いいた
します。
【今年叶えたい目標・想い】
・野菜中心の生活と適度な運動。
・健康診断で良い結果を出す。

コンサルティング事業部

新年明けましておめでとうございます。
さて昨年は巷では不倫だの浮気だの世間は
賑わっていました。私たちは会社として、
目移りされないようなお付き合いを皆々様
と本年も続けて行けたらと思っております。
至らない点も多々あるかと思いますが、本年
もよろしくお願い致します。
【今年叶えたい目標・想い】
インスタ映え

(

昨年は格別のご引立てを賜り、厚くお礼申し
上げます。
本年もスタッフ一同より一層技術の向上に
励み、皆様にご満足いただけるサービスを心
がける所存ですので、今年も倍旧のご愛顧を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
皆様に本年が輝かしい年とならんことをお
祈り致します。
【今年叶えたい目標・想い】
ジョークが通じる人に成る。
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神谷建設株式会社
株式会社ケアマネージメント
代表取締役 神谷 義昌

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、お取り引き頂きましたお客様はじめ、関係各位にはご愛顧賜りま
して、心より御礼申し上げます。
弊社は、これからもお客様の困り事解決を目的とした不動産建設コンサル
ティングを主体としたサービスを提供することを使命とし、主として法人企
業様と高齢者様及びそのご家族様にとって認められ必要とされる為に、
本年も更により良いサービスが提供できるよう尽力して参りますので、
本年も変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

あけましておめでとうござい
ます！
昨年はお客様にも社員の皆に
も大変お世話になりました。
とても個人的なことなのです
が、今年は 35 歳になる年な
ので仕事の知識・技術面もで
コンサルティング事業部
すが、内面もがっつり磨いて
第２グループ
リーダー 兼
見た目・年齢に応じた落ち着
設計担当
いた人になります！
笠井 智明
本年もよろしくお願い致しま
す。
【今年叶えたい目標・想い】
今年こそ少しは痩せる！

あけましておめでとうござい
ます。
気付けば神谷建設に入社して
もうすぐ 4 年が経とうとして
います。時に厳しく、時に優
しく見守って下さった皆さま
のお陰で無事に 1 年を過ごす
コンサルティング事業部
ことが出来、感謝の気持ちで
第２グループ
いっぱいです。本年はより良
コンサルティング営業担当
い+αのご提案が出来るよう
岩井 光咲
に精進する 1 年にしていきま
す。宜しくお願いします！
【今年叶えたい目標・想い】
主人と一緒に週１でランニング！

明けましておめでとうござい
ます。 昨年もたくさんのご
縁をありがとうございまし
た。さて、今年の弊社は大き
な節目を迎える年でありま
す。熱い「想い」を持ち、皆
さまにとって"happiest"な時
コンサルティング事業部
間をご提供すべく、わたし自
第２グループ
身もステップアップしてまい
コンサルティング営業担当
ります。本年もどうぞよろし
野々山 由華
くお願いいたします。
【今年叶えたい目標・想い】
happiest といえば、夢の国も 35 周年！
今年も元気に通います！

明けましておめでとうござい
ます！
昨年は新入社員として、新社
会人として毎日が新鮮でし
た。
4 月には後輩が入社して、先
輩になるので、手本となれる
ように、後 3 ヶ月間でより多
くを先輩方からから学びま
す！

新年明けましておめでとうご
ざいます。
体制の変化もあり、新しく取
り組んでいくことに不安と楽
しみを織り交ぜながら日々過
ごしています。何事も変わる
にはきっかけと思い切りが大
事だと思うので、社員に何で
も言いながら、部下にもあれ
これ言われながら、力を発揮
していきたいと思います。

新年明けましておめでとうご
ざいます。
昨年は大変お世話になりまし
た。
今年の 4 月から 3 年目になり
ます。まだまだ未熟者です
が、新しいことにチャレンジ
していきます。皆様とお話し
をし、想いを形に出来るよう
に頑張っていきます。
今年も宜しくお願いします。

旧年中はひとかたならぬ御厚
誼にあずかり深く感謝申し上
げます。
本年もより一層精進し、魅力
ある神谷建設として皆様から
認めて頂けます様努めてまい
ります。
本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

新年あけましておめでとうござ
います。昨年中は皆様より様々
な課題をご相談頂き誠にありが
とうございました。同時に多く
の方とお話しする機会ができた
事を有り難く感じております。
本年も皆様のお力になれますよ
う精進し、充実した 1 年にした
いと思います。困難な課題があ
れば是非ご相談下さい！全力で
考え対応致します。引き続き宜
しくお願い致します。

コンサルティング事業部
第２グループ
リーダー 兼
コンサルティング営業担当

川口 巧

【今年叶えたい目標・想い】
膝の治療、中日ドラゴンズの A クラス入りを見守る

コンサルティング事業部
第２グループ
施工管理担当

明けましておめでとうござい
ます。
今年の私のテーマは、脳と体
の活性化です。昨年自分を甘
やかして調子に乗った生活を
送ってしまったので、しっか
り鍛え直そうと決意しており
経営支援部
経理グループ
ます。何事も前向きに取り組
リーダー 兼
んでいきますので、本年も皆
経理担当
様、御指導宜しくお願い致し
坂田 直子
ます。
【今年叶えたい目標・想い】
夫婦で映画鑑賞
（見たい映画がなかなか合わなくて･･･）
新年、明けましておめ
でとうございます。入
社して早 3 ヶ月。日々
学ぶことが沢山あり
（伸びしろも沢山！）
、
成長意欲が増してき
ました。新卒採用担当
としてより多くの学
生さんと出会い、学ん
だことを学生さんの
為に活かしていきた
いと思います！

経営支援部
総務人事グループ
総務担当

神谷 明里

【今年叶えたい目標・想い】
お料理上手になる！

コンサルティング営業担当

穂積 徳

【今年叶えたい目標・想い】
趣味を作って、休日を有意義に過ごす！

菱川 智子

【今年叶えたい目標・想い】
食生活の改善（体の中からまずは美しく）

コンサルティング事業部
第２グループ

取締役

神谷 明美

あけましておめでとうござい
ます。
笑顔・挑戦・ネバーギブアッ
プ！をモットーに、社員の幸
せづくりを通じたお客様の幸
せづくりに尽力したいと思い
ます。
今年もよろしくお願い致しま
す！

経営支援部
総務人事グループ
リーダー 兼
総務・人事担当

あけましておめでとうござい
ます。
今年は体力 、特に筋力づく
りに励み、すべてにおいて楽
しめるようにしたいと思いま
す。
昨年同様 どうぞよろしくお
願い申し上げます。

経営支援部
経理グループ
リーダー 兼
経理担当

西井 仁美

【今年叶えたい目標・想い】
断捨離して家の中をスッキリさせる！
明けましておめでとうござい
ます。
昨年は育休を経て 1 年ぶりに
職場復帰いたしました。
今年は、社員ひとりひとりが
イキイキと働き、お客様によ
り良いサービスをお届けする
ための支援に努めてまいりま
す！

佐々木 紀子

【今年叶えたい目標・想い】
家族で沖縄離島旅行！水牛車に乗りたい！

西谷 浩之

【今年叶えたい目標・想い】
秘密主義からの脱却（プライベート除く）

【担当業務】
ケアマネージメント・
神谷建設
統括マネージャー

【今年叶えたい目標・想い】
未開ジャンルの方とお友達になり学びを増やす

コンサルティング事業部
第２グループ
リーダー 兼
施工管理担当

経営支援部
総務人事グループ
リーダー 兼
総務・人事担当

及川 尚美

【今年叶えたい目標・想い】
子育てを楽しみ、産前の体型に戻します！

明けましておめで
とうございます。
今年は広報活動と
して紙面だけでは
なく、神谷建設の
「スタッフ＝人柄」
という商品をより
多くの方に身近に
経営支援部
感じて頂けるよう 総務人事グループ
総務担当
SNS を駆使して情
緒方
妙子
報発信に努めたい
と思います。
【今年叶えたい目標・想い】

明けましておめでと
うございます。戌年は
守りの年と言われて
いますが 努力、勤勉
の意味もあるそうで
す。今年も楽しんで努
力する。お客様に喜ん
で頂くという基本を クリーンサービス課
忘れずに仕事に精進 ㈱豊田自動織機
高浜工場内
したいと思いますの 維持メンテナンス担当
奥田 武志
で、ご指導くださいま

プリザーブドフラワーで受付カウン
ターを華やかにし、お客様を迎える

【今年叶えたい目標・想い】
健康第一

すよう宜しくお願い
致します。

明けましておめでと
うございます。
先ずはこの一年健康
で事故もなく泰平に
日々過ごす事！これ
ではありきたりの目
標で夢がない！と言
うことかもしれませ クリーンサービス課
んが･･･三度の食事 ㈱豊田自動織機
高浜工場内
がおいしく、心臓を 維持メンテナンス担当
神谷 信光
止めない！これが今
年最大の目標です！
【今年叶えたい目標・想い】
三度の食事がおいしく食べ、
心臓を止めないこと！

