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（株）Pon&Con企画
（ポンアンドコンキカク〉
の工務事業部は、香川県
高松市にある「あなたの
想いが形になる」工務店
です。

高耐震×高断熱×エコ×
デザインが専門です。
家づくりのアドバイス・
サポートは全国対応です。

介護リフォームや減築な
どの大規模増改築相談。
鍵・建具の不具合・棚・
手すりの取り付け・雨漏
り・省エネ対策などちょ
っとした住宅の問題や不
安の相談もお気軽に！

増改築についても、昭和
の木造住宅の寿命は25年
と言われています。家も
住み始めて10年20年とも
なればいろんな不具合や
家族構成の変化があるで
しょう。

家を建てる場合は、
Ｐｏｎ＆Ｃｏｎ企画が
しっかりアドバイス・サ
ポートをさせていただき
ます。あなたが欲しい家
をあなたの予算内で建築
可能になります。

品質や性能、デザインな
どはコストダウンせず、
家づくりに関係ないムダ
な費用を徹底的に省く家
づくりをしています。
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　香川県高松市出身。祖父・父が大工だったこともあり、10 代から学
校に通いつつ親ではない大工に弟子入り。高校も土木課のある高校へ
進んだ代表取締役であり工務事業部の要、萬里（まんり）。
　お客様からは老若男女問わず「萬ちゃん」の愛称で親しまれている
気さくなおっちゃん。
　大工から始め今は設計、プランニング、施工管理を行う。自身が元
職人だけに当社の現場に入る職人さん選びは厳しい。
　「工夫」と「お客様に喜んでもらうこと」が何よりも大好きな萬ちゃ
んに建物のことならお気軽にご相談ください。

香川県丸亀市生まれ。物心つく前から、お絵かきが好きで、紙とク
レヨンがあれば何時間でも絵描き続けていた、当社のクリエイター /
商品キュレーター SATOKO。高校は美術科のある高校へ進み、卒業後
は、9歳から続けてきた英会話を活かし単身アイルランド共和国（欧
州 /英語圏）へ留学。5年の海外生活の後帰国。英会話講師、製造業
の海外営業などを経て、「自分の手でモノづくり」をしたい。自分の
今までの経験を全て活かした事業をしたい。と、当社に創業から関わ
る。主に販促営業企画部の事業を手掛けているが、お客様のご要望が
あれば、工務事業部で内装デザインも行っている。

まんちゃん SATOKO

ポンちゃん コンちゃん

　香川県高松市の屋島生まれ。化け狸の男の子ポンちゃん。ジブリの
『平成狸合戦ぽんぽこ』をご覧になった方はご存じかもしれませんが、
四国には有名な狸が居ます。
　「伊予の刑部狸（ぎょうぶだぬき）」「阿波の金長狸（きんちょうだ
ぬき）」そして「屋島の太三郎狸（たさぶろうたぬき）」。
　太三郎狸は、変化（へんげ）がとても上手で、道に迷った弘法大師
（空海）をお爺さんに化けて案内したそう。徳の高い狸として弘法大
師に認められた化け狸。ポンちゃんもこの太三郎狸を祖先にもつ狸な
んだとか。
　当社の創業準備をしていたころ、突然、コンちゃんと一緒に、まん
ちゃんと SATOKOの前に表れて、それ以来当社に住み着いてしまい
ました。せっかくなので、まんちゃんについて大工見習として、工務
部で働いてもらうことにしたら、とても真面目に働くので、今では、
工務部長を務めています。

　香川県のどこか生まれ。化け狐のコンちゃん。昔、一部の狐のいた
ずらに困っていた人々のために、弘法大師（空海）が狐を本州へ追い
出した頃、生まれたばかりのコンちゃんを抱いて、コンちゃんの両親
がポンちゃん一家のところへやってきました。
　コンちゃんの両親は弘法大師の言う通り本州へ渡るが、四国に狐が
０匹になってしまえば狐は皆悪いものだと誤った考えが広がるだろう。
この子狐が狸と共に生活し、狸 1匹、人間 1人からでも、狐への認識
を変えてくれればいい。と、コンちゃんを預かるようポンちゃん一家
に頼みました。
　神様の眷属などとして働く善良な狐も多く知っていたポンちゃん一
家はコンちゃんの両親の思いに応える決断をします。
　そうして、コンちゃんは、ポンちゃん兄弟で一番歳の近かったポン
ちゃんに懐いて以来、ずっと一緒に行動しています。
　当社の創業準備をしていたころ、まんちゃんと SATOKOの前にポン
ちゃんと一緒に表れたコンちゃん。それ以降当社に住んでいます。
　コンちゃんに SATOKOを管理する才能があると見抜いたまんちゃん
はコンちゃんに、SATOKOの仕事をサポートするよう頼みます。今で
は、広報部の編集長、Pon&Con 商店の店長をしています。

まんちゃん

SATOKO

ポンちゃん

コンちゃん

萬里　輝男

鎌田　智子

代表取締役
建築家

デザイナー
イラストレーター

マスコット
工務部長
社員菜園部/部長
たぬき（男の子）

マスコット
編集部長
Ｐｏｎ＆Ｃｏｎ商店店長
きつね（女の子）
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法定基準 当社

気密性能
（C値）

断熱性能
中四国地方 -6 地域

（Ua 値）

0.5

0.87 0.4

0.3

w/㎡・K

以下 以下

当社
計画換気：第一種熱交換換気　熱交換率 80％

w/㎡・K

※C値、Ua値共に、数値の低い方が高性能

自分が建てたもの
じゃなくても、
誰かが丹精込めて
建てたものだから
永く大切に使って
ほしい。

　新築当初は全てが新品で、竣工当初最先端だった
お家も、年月と共に不具合が出ます。一番良いのは
常に少しずつお家のメンテナンスをし続けることで
す。
　しかし、なかなか時間が取れなかったり、方法が
分からなかったり、大事に至るまで不具合が表面化
しなかったりしますよね？
　自分で行うメンテナンス方法や修理修繕方法は無
償でまんちゃんが答えてくれます。危険だったり、

　自社独自の住宅性能（目標）基準を設け、常によ
り良い性能の住宅を建ててきました。まんちゃん自
身も常に高性能な住宅を建てるための研究に余念が
ありません。
　高性能住宅を新築で建ててきたそのノウハウは、
既に経っている住宅の気密性能や断熱性能を高める
リフォームにも役立っています。

　形あるものは手入れなしには経
年劣化を避けられません。また、
生活スタイルの変化やライフステ
ージの変化は、家の耐久性より短
いスパンで起こります。
　家電同様、キッチンユニットや
給湯システムなどを新しくするこ
とで省エネルギー、長いスパンで
節約になることもあります。
　今あるお家を永く気持ちよく使
うために、修理修繕、リフォーム
が必要になります。
　その際にご相談、お声がけいた
だければ幸いです。

　気が付けば「とりあえず、まんちゃんに訊いてみようと思って」
とお客様からご連絡をいただくことが増えてきました。
　修理修繕工事も当社にご依頼いただければ嬉しいですが、ご近所さ
んやご親戚のお付き合いで当社にご依頼いただけないこともあるかと
存じます。
　ご相談いただいた後に、どうされるかはご相談いただいた方のご判
断に従います。　

プロに任せた方が良さそうな場合は概算修繕費や施
工方法をお伝えします。
「トタンが飛んだ！」「水が止ままらない」「ドア
ノブがとれた」「鍵を新しくしたい」「床下に水が
溜まってた」など、まんちゃんにご連絡いただく内
容は様々。
「こんなこと、プロに聞いてもいいのかしら？」な
んて思わず、お気軽にご相談ください。

新しく建てる

修理修繕　相談

間取り自由！
リフォームにも活かされる
高性能住宅の知識と経験
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事 業 部 概 要

建築一式工事の設計・施工・監理及び請負　住宅建築に関するサポー
ト業務リフォーム計画の工事請負業

株式会社　Ｐｏｎ＆Ｃｏｎ企画

萬里　輝男

ポンアンドコンキカク

香川県高松市成合町 1429 番 1

The Hyakujushi Bank, Ltd.

The Kagawa Bank,Ltd.

The TAKAMATSU SHINKIN BANK

1429-1 Nariai-cho,
Takamatsu,

Kagawa 761-8081
JAPAN

Pon & Con Kikaku, Inc.

Teruo Manri (Mr.)

2013 JULY

2016 MARCH

JPY1,000,000.-

ZEHビルダー　ZEH31B-00154-CR

飲食店営業許可　高松市指令保生　第１０１０５-１２９０５５３号

建設工事業許可 香川県知事許可（般―２８）第９２４９号

会社名 創業

設立

資本金

代表者

売上高

所在地

事業内容

主要取引銀行

事業部

実施体制

許可等

company name

CEO

found

established

capital revenue

address

business

divisions

major banks

implementation system

parmission etc...

JPY 81,179,000.-

*Third quarter 2018
*2018年度3期

百十四銀行伏石支店
香川銀行栗林支店

高松信用金庫栗林支店

本部

工務事業部

販促営業企画部

Pon&Con 商店
Architect & Building

Headquarters
SP&AP4C

Pon&Con Store

(sales promotion & action plan for client)

代表取締役
CEO

SP&AP4C

Business partners

Pon&Con Store Architect & Building
工務事業部販促営業企画部Ｐｏｎ＆Ｃｏｎ商店

協力業者

※ＺＥＨ普及目標実績、具体的な普及策は別紙参照
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ponandcon.com
info@ponandcon.com

TEL 087-816-0187
月～金　8:00～19:30


