
COMTEX Timesは以前、名刺交換をさせて頂いた方に送付させて頂いております

R
E
X
P
E
R
IE
N
C
Eイチオシご当地

！！

本　　　社／富 山 県 高 岡 市 東 中 川 町 7 - 1 8

TEL（0766）32-1777    FAX（0766）32-1775　〒933-0047

東京営業所／東京都千代田区内神田1-3-8ステージ内神田５階

TEL（03）3219-1777    FAX（03）3219-1778　〒101-0047

ＣＯＭＴＥＸ  Times がご不要の方はご面倒ですがメール、お電話等でお知らせください

comtex_info@ctx.co.jp 
http://www.ctx.co.jp/

⼩技 知って得する！ 
バッテリーを⻑持ちさせるちさせる
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⾼尾⼭

富⼭ガラス⼯房

イングラムジム

　東京からは高尾山をご紹介いたします。東京都
八王子市に位置している、日帰りでも楽しめる
山登りスポットです。それぞれの目的に合った
コースが多数用意されており、特に人気のコース
は、ケーブルカー・リフトを使ったコースで、景色を眺め
ながら高尾山中腹まで行くことができます。10月から11月に
かけて紅葉を見ることができ、秋の風情を体験できます。

また冬至の夕刻には、ダイヤモンド
富士を拝む事もできます。ぜひ一度
足を運んでみてはいかがでしょうか。
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   1 ⽇体験 16：00 〜（4 名以下予約不要）      http://urx.nu/bA1L
イングラムジム

URL

　芸術の秋！ということで、富山からは富山
ガラス工房をご紹介いたします。ここでは常時
体験コースが開かれており、様々な作品の制作
体験ができます。なかでも、吹きガラス体験は
お皿やコップなど初心者でも思い思いの作品を作れるため
人気です。いずれも小学生から参加できるので、ご家族や
ご友人と体験してみてはいかがでしょうか。

また、隣接するカフェではガラス作家
の作品で食事を楽しむことができ
ます。体験後に秋の味覚を味わうのも
おすすめです。
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　常夏の国タイでは紅葉や、秋だけ旬な食べ物
がありません。しかしスポーツの秋！という
ことで、タイからはムエタイ体験を紹介します。
タイの国技であるムエタイ。バンコクにある
イングラムジムでは年中、体験入門することができます。
最初はストレッチや縄跳びをしてから、手にバンテージを
巻いてもらい、グローブをつけて
リングにあがります。ムエタイ
キックを教えてもらえますし、
いい思い出にもなるでしょう。
（筋肉痛を除けば。）

従来の携帯電話からスマートフォンに変えた際
にバッテリーがすぐになくなって困った経験
はないでしょうか？そこで今回は、iOS 向けのバッテリー節約方法
についてご紹介いたします。

通知が不要なアプリを⾮表⽰に設定
します。さらに、アプリの下にバッジ、サウ
ンドなどの⽂字が表⽰されているアプリ
は、通知センターに表⽰されないだけで
ロック画⾯などに表⽰されてしまうので、
それも合わせてオフにしましょう。

画⾯が明るいとあっという間にバッテ
リーが消耗します。⽬も疲れやすくなる
ので、環境に応じて適宜に明るさを調整
しましょう。「明るさの⾃動調整」をオフに
すると更に節電につながります。

まずは… 設定の⾒直し。バッテリーを多く消費するのは、通信と画⾯
表⽰です。それぞれ効果が⾼いものをご紹介します。

不要な通知は⾮表⽰に

画⾯の明るさは暗めに設定

設定 ▶ 　　通知センター

設定 ▶ 　　壁紙 / 明るさ

以上の設定を⾒直すことでバッテリーの持ちが良くなります。ちなみに…充電を早く終
わらせたい時は「機内モード」にしてみましょう。メールなど通信が必要なアプリの使⽤が
できなくなりますが、バッテリー使⽤量を減らすことで⾼速に充電することができます。
※機内モードはコントロールセンターから設定可能です。画⾯を下からスワイプすると出てくる画⾯左上の⾶⾏機ボタンです。

10月に入りそろそろ紅葉が楽しめる季節
となりました。日本では秋から冬にかけて、空気の
ゆらぎにより星が一層瞬いて見えます。10 月から 1 月に
かけては毎月流星群が出現します。いつもは穏やかな夜空を
キラキラと星が流れていく光景は、なんとも心がときめく
ものですね。
GPSなどの機能を利用して現在位置を設定すれば、その位置
から見えるべき星や惑星の情報を教えてくれるアプリも
あり、自分だけのプラネタリウムのように星空を楽しむこと
ができます。虫の音を BGM にゆっくりと星を眺めてみては
いかがでしょうか。ただし、秋の夜は想像以上に冷えることが
ありますので、観察の際お身体には十分お気を付けください。

ー 1３ 時 間 目 ー

OFF

OFF

ココも忘れずに
オフにする

※コントロールセンターからも
   明るさが調整できます。

　　　　　　　　　　　　

⼀定時間操作しない場合に画⾯を
⾃動で消灯する機能です。環境にも
よりますが、画⾯を2時間点灯している
場合と消灯している場合ではバッテリー
の消費が20％~40%ほど変わります。
なるべく短い時間を設定しましょう。

⾃動ロックを設定
設定 ▶ 　　⼀般 ▶ ⾃動ロック　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

位置情報サービスは最低限のアプリに

位置情報サービスそのものをオフにして
しまうと、GPSを利⽤するマップやラン
ニング系のアプリが使⽤できなくなって
しまいます。不要なものをオフにする程度
にしましょう。

設定 ▶ 　　プライバシー ▶ 位置情報サービス

OFF
不要なアプリのみ

　　　　　　　　　　　　



 残暑厳しい 8 ⽉某⽇に毎年恒例の『コムテックス夏の
懇親会』を全社員参加で⾏いました。今年
初の試みとしてグリーンカーテンの野菜
を使った流しそうめん、社員に調査した
夏に盛り上がる⾳楽を流すなど。そして、
毎年恒例のバーベキューやスイカ割り、
花⽕を⾏い社員みんなが楽しめる懇親会
となりました。
※流しそうめんは「こむラボ」でも紹介しております

みなし賃金方式と実質賃金方式とは?みなし賃金方式と実質賃金方式とは?
労災保険料を「実質賃金方式」で申請するには、❶現場従事時間、❷賃金

情報を把握する必要があります。建設業ではこの2つの情報の把握する

ことが困難とされているため、「みなし賃金方式」が特例として認められて

います。しかし、建築業における工場生産比率の高まりや、保険対象外の

一人親方や事業主も含まれるため、みなし賃金方式は労災保険料を必要

以上に払っていることになります。実質賃金方式を採用することで、

劇的に労災保険料の削減が可能となります。

標準の安全管理（コンプライアンス対応）をしっかりしている
ということをアピールしていきたいです。

労務安全管理システムの今後の展望を教えてください！

システム導⼊に対する不安はありませんでしたか？

実際にどれだけのコストダウンにつながりましたか？

他、導⼊して得られた効果はありますか？

業者様にご協⼒いただかなければならないこともあり、運⽤
にはとても苦戦しました。
各⽀店の⼯事担当や事務職が地道に各業者様にご協⼒の連絡
を⼊れたりすることで徐々に浸透して⾏きました。
特に、事務職の働きが浸透に⼤きく貢献したと認識しています。
その他には年に⼀度の社内監査員研修を⾏う事で、統⼀
された基準でのシステム運⽤ができるように配慮しています。

現在、みなし賃⾦申請（平均6万円／邸）が35％、実質賃⾦
申請（平均1万円／邸）が65％の割合で取り組んでいます。
実質賃⾦申請が可能になったことで、年間1億円以上の削減
が可能になり、取り組み3年⽬から、収⽀が⿊字化しました。
（実務経費、システム経費を差し引いた収⽀）

労災保険の特別加⼊未加⼊率が30％から6％に減少しました。
また最近ではiPadを導⼊したことで、外出先や移動中でも
現場の⼊場状況をチェックすることが可能となり、お客様
からの要望や近隣クレームがあった際、現場への１次対応の
連絡がスムーズになりました。
会社・就労者の最新情報がリアルタイムに抜き出せる事は
⾮常に便利だと感じています。

今回インタビューさせていただきましたハウスメーカー様
では、コスト削減を実現させるべく、社内意識の統制、チェック
体制の確⽴を⾏うなど、ハウスメーカー様のさまざまな努⼒
が、年間１億円以上のコストダウンの成功を導きました。
コムテックスでも、安⼼してシステムの運⽤が
できるよう、お客様をしっかりとサポートして
いきます。

COMTEX タイムズでは建設業界にかかわる皆様の生の情報をリサーチしてお届けしていきたいと考えています！今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

労務安全管理システムとは?労務安全管理システムとは?
労務安全管理システムは❶現場従事時間、

❷賃金情報を簡単に把握できる仕組みです。

現場についたら携帯電話から電話をかける

だけの簡単な操作で、入退場時間の把握を

可能にしました。賃金情報は、賃金入力者

のみが閲覧可能とし、個人情報に配慮して

います。また、実質賃金方式での申請に必要な

労務費報告書などの必要書類を自動生成し、

実質賃金方式での申請をさまざまな面から

サポートします。

● 建築請負総額4,000万円としてそれぞれの保険料を算出建築請負総額4,000万円としてそれぞれの保険料を算出
■みなし賃金方式みなし賃金方式
 建築請負総額×0.21（労働比率）×0.013（保険料率）

 例）4,000万円×0.21×0.013＝10.910.9万円万円

■実質賃金方式実質賃金方式
 実質賃金（実質労働比率10％として算出）×0.013（保険料率）

 例）400万円×0.013＝5.25.2万円万円

10.910.9万円万円 - 5.25.2万円万円 = 5.75.7万円万円

約50％50％の労災保険料を削減！！労災保険料を削減！！

コムくんが⾏く！ハウスメーカー様インタビュー

円のコストダウンに成功!？

労災保険料の申請をみなし
賃金方式から実質賃金方式に
変更したからです。実質賃金
方式での運用をサポートする
システムとして、労務安全管理
システムを導入しました。

みなしちんぎん？ じっしつちんぎん？？

これは調査
しなければ!!
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コストダウンに成功
したと聞いたのです
がどのように実現し
たのでしょう??

？円の

コスト
ダウン！？ うろうろ…いざ

ハウスメーカー様へ！！

今年のうちわのデザインでも
ある称名滝へコムテックスメンバー

で行ってきました。営業のHさんは
親子で参加。片道30分程の上り坂をざく
ざく進んでいくHさんファミリーと広がる
差は約300ｍ！！普段から運動で鍛えて
いるHさんファミリーすごすぎです！！！

懇親会で行われた
じゃんけん大会。後出し

ジャンケンで負けるという
もの。これ…終わらないんじゃ
ない…？という空気が漂う中、
なんとじゃんけんに勝ってしまう
人続出！！あっという間に勝負が
決まりました！！開発のAさん
おめでとうございます！

 暑中⾒舞いとして恒例となりつつある、富⼭ゆかりの
デザインうちわも今年で５年⽬。今年は「例年以上に涼を
感じて頂きたい！」と体感温度が下がると⾔われるペパー
ミントの⾹りうちわをお送りしました。また、夏に役⽴つ
情報等を「つなぐ×実験室こむ
ラボ」で配信。新キャラクターの
「うちわックス」が 7/１からの
２ヶ⽉間、全⼒で夏を駆け抜け
ました。うちわ、⾹り、情報ー。
いつもより少しでも涼を感じて
頂けていれば幸いです。

香香りとりと情情報報でで涼涼をおをお届届けけけけけけけけけけけ。。。。。。。。。。。。
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編集後記

夏の懇親会編

実質賃金

労災保険料

5.2万円

みなし賃金

労災保険料

10.9万円

労災保険料
約50％
削減!!

電話番号表示
入：050-1234-5678
退：050-0000-0000

今○○邸には
田中さんが
いるのか
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 気が付くと秋の気配が感じられる季節ですね。おす
すめ情報では、○○の秋にちなんだ体験スポットを

ご紹介させていただきました。過ごしやすくなるこれからの季節に、なにか
新しいことを始めてみるのも良いかもしれませんね。最後になりますが、今年
の夏、異常としか⾔いようのない集中豪⾬でたくさんの地域が被害を受け
ました。被害を受けられた⽅々に⼼よりお⾒舞い申し上げますとともに、⼀⽇も
早い復旧をお祈り申し上げます。次号は２⽉号です。⼼もホットになる話題
をお届けしたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。
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http://comlabopr.blogspot.jp/
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