
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

 

 

     

                

      

私の特技というかクセはモノ持ち

の良いことです。傘は３０年、カバ

ンは２０年、コートは３０年と結構

長く使っています。祖父がやってき

たように買った時の日付を書いてい

るのでどれだけ持っているかわかる

のです。１０年以上使っていると愛

着がわいてきて壊れても修理して使

いたくなります。長持ちする条件は

①オーソドックスなデザイン、②質

が良い、③修理のできる作り等々か

なと思います。 
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「「「「使使使使いいいい捨捨捨捨てでいいのてでいいのてでいいのてでいいの？？？？」」」」    

 

社長社長社長社長コラムコラムコラムコラム    

社長の伝えたい想いや出来事をお届けするコーナー。 

 

2018 

Vol.184 

スタッフに毎回ひとつの質問に答えてもらうコーナーです。 

 

スタッフにスタッフにスタッフにスタッフに聞聞聞聞いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。            
    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役        

上野山上野山上野山上野山喜之喜之喜之喜之    

編集後記編集後記編集後記編集後記    
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 最近、ショールームに来られたお子様と折り紙をして遊びま

した。子供の頃はよく折っていたのですが、大人になってから

はあまり機会がありませんでした。久しぶりに童心に返ったよ

うでとても楽しかったです！お子様にも楽しんで頂けるショ

ールームを目指しているので、お子様連れの方もお気軽にお越

しください(*^_^*) 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『バレンタインデー・ホワイトデーにバレンタインデー・ホワイトデーにバレンタインデー・ホワイトデーにバレンタインデー・ホワイトデーに    
                                        欲欲欲欲しいしいしいしい物物物物・・・・渡渡渡渡しているしているしているしている物物物物』』』』    

    

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村    

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

不動産担当不動産担当不動産担当不動産担当    

丸山丸山丸山丸山 

「「「「小物入小物入小物入小物入れれれれ」」」」    「「「「ゴディバのチゴディバのチゴディバのチゴディバのチョコレートョコレートョコレートョコレート」」」」    
自分では高価すぎ

てよう買わんので

こういう機会にも

らいたい！ 

「「「「ネクタイネクタイネクタイネクタイ、、、、ハンカチハンカチハンカチハンカチ」」」」    

パスケースや名刺入れ、キーケ

ースなど意外と持っていない事

が多くあると便利で嬉しい。財

布を見て合うものを選んで渡す

といいかも。 

「「「「チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート」」」」    
定番ですがもらうと嬉しい。手

作りでなくても、少し手が込ん 

仕事柄毎日身に付ける物な

ので、もらえると嬉しい。 

「「「「ランチランチランチランチ orororor ディナーディナーディナーディナー」」」」    
品物でもらうのも嬉しいけど、一

緒にいる時間を大切にしたい。 

でいるその辺に売

っていないような

物でも十分かと。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

硲本硲本硲本硲本    

「「「「ランチランチランチランチ orororor ディナーディナーディナーディナー」」」」    
毎年主人にランチか

ディナーに連れて行

ってもらいます。 

「「「「おおおお菓子菓子菓子菓子」」」」    

」」」」    
甘いものが好きなのでお菓子なら

何でも！ホワイトデー限定の少し

変わったお菓子をもらえると嬉し

いです。 

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

「「「「チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート」」」」    
ホワイトデーの定番は飴やマシュマロ

が多いですが、私はチョコが好きなので

チョコが欲しいです。チョコだったら何

でも嬉しい！ 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

吉野吉野吉野吉野    

「「「「ウィスキーボンボンウィスキーボンボンウィスキーボンボンウィスキーボンボン」」」」    
私の父はお酒が好き

なので毎年、ウィスキ

ーボンボンを渡して

います。 

 どれも愛着があって

大切な宝物です！ 

ーカーにしか分からないブラックボックスです

が、地元で建てる住宅は私達（地域の工務店、設

計士、職人）がメンテナンスして次の世代に引き

継いで行けます。 

モノを長く使うことは気持ち的にもゆったりし

ます。その最低条件は修理ができる仕組みがある

ことです。 

このコートは平成元年から！ 

傘は1988年から使っているので今年で30歳☆

折れてしまったり、生地が弱くなってきた時は

直して使っています。 

反面、最近の電気製品をみていると「うまく壊

れるなあ」と思います。安い電子機器は１～３年、

冷蔵庫・テレビは１０年経つとちゃんと壊れます。

直して使おうとしても新品を買った方が安いし最

新の機能に対応しています。ムダに長持ちすると

買い換えてもらえないので売上が伸びません。こ

れもメーカーの技術力です。 

さて住まいはどうでしょう。古民家と称される

築６０年以上のお家も手入れをしていれば立派な

現役です。特に伝統工法の建物は構造が見えてい

るので修理しやすいのが特徴です。問題は耐震性

と暑さ寒さへの対応です。どちらも現在の技術で

解決できますが壁が増えたりするのでオリジナル

の魅力を残す為には工夫が要ります。 

住まいを建てては壊す時代は終わりました。し

っかり建てて大事に使う時代です。家電製品はメ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                           

    

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

お客様の・・・ 

●趣味 

●ペット自慢 

●マイブーム 

●ガーデニング自慢   ･･･など 

「「「「住まいメ住まいメ住まいメ住まいメイトｃａｆｅイトｃａｆｅイトｃａｆｅイトｃａｆｅ」」」」記事に参加ご協力

して頂ける方、大歓迎！！訪問時に、担当住

まいメイトにお声掛けください。 
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会社で起こった色々な出来事や話題をご紹介するなんでもアリ！なコーナーです。 

三洋三洋三洋三洋トピックストピックストピックストピックス    住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト cafecafecafecafe    

住まいメイトの近況やお客様のこと、お料理レシピなど様々な情報を女性目線で発信するコーナー。 

   

パートナーパートナーパートナーパートナー（（（（協力業者協力業者協力業者協力業者））））さんとさんとさんとさんと新年会新年会新年会新年会をしましたをしましたをしましたをしました！！！！    

昨年功績のあった赤坂建築さん・岩本塗装さん・北野ガラス建材さんへ 

感謝状を贈らせて頂きました。 

 新年の恒例行事、パートナー（協力業者）さん達と三洋住宅社員とで新年会を開催しました。今年も多くの 

パートナーさんにご出席いただき、みんなでわいわい楽しく親睦を深めました(^O^)／ 

  

住住住住まいメイトのまいメイトのまいメイトのまいメイトの仕事仕事仕事仕事        ～～～～あんしんだよりあんしんだよりあんしんだよりあんしんだより編編編編～～～～    

 住まいメイトの硲本です。今回は、皆様にご覧頂いてい

る「あんしんだより」を誰がどの様にして準備し、お届け

しているかを知って頂けたらと思い、住まいメイト cafe

の記事に載せさせてもらいました。 

 まず、前号のあんしんだよりが完成し印刷の手配が終っ

たら、すぐに次のあんしんだよりの会議を実施！社長と女

性スタッフ、その月の記事担当スタッフで話合いながらそ

れぞれのページ案を決めてゆきます。その後、各コーナー

の担当者に伝えて記事を書いてもらったり、私たちも取材

に行ったりします。そうして出来た記事を編集担当の女性

スタッフが印刷できる状態に編集し、データを仕上げて印

刷へまわします。 

 ここからは住まいメイトがメインの仕事！月始めに、印

刷会社から届いた大量のあんしんだよりを新築部用、不動

産部用、リフォーム部用、和歌山店用、ポスティング用に

分けて、それぞれのチラシを入れて準備します。 

 その際、訪問させてもらった時のお客様のお話（体調や

今月訪問した時こんな話をしたいな等）や、1 ヶ月の間に

あった出来事等を話ながらけっこうワイワイしながら準

備しています。この時、住まいメイト 3 人の意見交換や情

報交換等ができ、なかなかリフレッシュすることが出来て

良い時間です。 

 この作業をして、皆さんのお宅にお届けできます。毎月

新しく出来た「あんしんだより」お楽しみに！ 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

硲本硲本硲本硲本    

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

湯川湯川湯川湯川    

色んな話をしながら楽しくあんしんだよりの

準備をしています！ 

印刷会社からたくさんのあんしんだよりが 

届きました！ 

←あんしんだよりの 

 会議中！和歌山店

の吉野さんもテレ

ビ電話で参加！ 

 ↓ 
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こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！おおおお宅訪問宅訪問宅訪問宅訪問    
 新築新築新築新築さんのさんのさんのさんの    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！おおおお宅訪問宅訪問宅訪問宅訪問    

前回に引き続きご紹介させて頂くのは、昨年 9 月にお引渡しした有田川町にお住まいの K 様の

お宅。当社の平屋企画住宅「季楽」に住んでからのご感想を奥様からお伺いしました。 

 

【【【【住住住住んでみてのんでみてのんでみてのんでみての感想感想感想感想】】】】    

 新築新築新築新築さんのさんのさんのさんの    

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村 

木 村：実際に住んでみての感想を教えて下さい。 

奥 様：こんなにリビングに子供たちが集まってくると思わなかった。

2 階建てだと部屋にこもっちゃうと思うんですよ。それがなく

て、みんな自然とリビングに集まってくるんです。 

最初 2 週間くらいは部屋が出来た嬉しさで部屋にこもってた

んだけど、今では「自分の部屋行きなよ。」って言っても、「こ

こがいい！」って言うくらい、みんなリビングに集まってきま

すね（笑） 

木 村：間取り的にもリビングが真ん中で廊下無く行けますしね。 

奥 様：洗濯物干したりするのもすごく楽だし、家具とか移動させるの

も簡単だから、それも平屋のいいところかな。 

奥 様：建ってからのメンテナンスを気にする人におススメかな。 

     何かあったら電話したらすぐ来てくれるし、言いやすいです。

あんしんだよりを持ってきてくれる住まいメイトさんにも聞

けて、すぐ対応してくれるのもすごくいいです。 

木 村：ありがとうございます！ 

 K 様奥様、たくさん

お話いただきありが

とうございました。 

事前に入れる物を考えて作ったので 

とてもスッキリと収まっています。 

【【【【三洋住宅三洋住宅三洋住宅三洋住宅はどんなはどんなはどんなはどんな人人人人におススメできますかにおススメできますかにおススメできますかにおススメできますか？】？】？】？】    

奥 様：計画しだしてからほんとに進むのが早かった！今井さんが

こちらから言った意見をすぐに把握してくれて、その通り

のサンプルを用意してくれてて、それがすごいなって思い

ました。私は全体を緑色にまとめたかったんです。そした

ら理想に合ったものを全部提案してくれて、流石プロだな

って感じました。 

    棚の打合せをした時も、「どんなものを置かれます？」って

聞いてくれて。それぞれの高さを測って決めました。気配

りがなんせすごかった！ 

木 村：やっぱり用途に応じた棚にしておかないとね。 

奥 様：だから色々と決めるのがすごく早かったんです。 

Ｋ様邸Ｋ様邸Ｋ様邸Ｋ様邸    

～後編～～後編～～後編～～後編～    

みんなが自然と集まるリビング 

【【【【計画中計画中計画中計画中のエピソードのエピソードのエピソードのエピソード】】】】    

【【【【おおおお気気気気にににに入入入入りのポイントりのポイントりのポイントりのポイント】】】】    

奥 様：この窓がすごく好きです。大きい窓のこの開放

感が窮屈感を与えてなくて。わりと窓の方に来

ると天井が低いんですよ。でも窓のおかげで広

く感じます。 

    コーディネーターの今井さんに教えてもらっ

て、カーテンレールも少し上に付けることでさ

らに窓が大きくて空間が広く感じるんですよ。 

    あと、キッチンの収納も気に入ってます。食器

もたくさん入るし、引き戸が付いてるから人が

来ても隠せていいんです。炊飯器なんかも全部

収納出来て、使う時だけ引き出せて便利なんで

すよ。 

空間が広く感じる開放感のある大きな窓 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    
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    住住住住まいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンス    
住まいに役立つメンテナンス情報をご提供するコーナーです。 

教教教教えてえてえてえて！！！！営業営業営業営業ささささ～～～～んんんん！！！！！！！！    
新築や不動産について、お客様からよく聞かれる疑問や得する情報をご提供するコーナーです。 

 

 

直下率直下率直下率直下率 60606060％％％％以上以上以上以上のののの建物建物建物建物はははは強強強強いいいい
とかとかとかとか聞聞聞聞くんですけどくんですけどくんですけどくんですけど、、、、直下率直下率直下率直下率っっっっ
てててて何何何何なんですかなんですかなんですかなんですか？？？？    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『建物建物建物建物のののの直下率直下率直下率直下率』』』』    
    

私私私私、、、、木村木村木村木村がおがおがおがお答答答答ええええ
させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！ 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『介護保険住宅改修介護保険住宅改修介護保険住宅改修介護保険住宅改修ってってってって？？？？』』』』    
 最近、介護保険住宅改修の需要が増えているという話を聞きました。介護保険住宅改修とは

バリアフリーの為自宅を改修する時に補助金が出るというものです。 

■■■■介護保険住宅改修介護保険住宅改修介護保険住宅改修介護保険住宅改修のののの条件条件条件条件    
①要介護認定で要支援・要介護と認定されている 

②福祉施設に入所や病院に入院していない 

③改修する住宅の住宅地が被保険者証の住所地と同じ 

有田有田有田有田店店店店    

リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当    

神﨑神﨑神﨑神﨑    

■■■■どんなどんなどんなどんな工事工事工事工事ができるのかができるのかができるのかができるのか？？？？    
・手摺の取付 

・段差の解消 

・和式便所から洋式便所に変更 ･･･等があります。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村    

まず直下率には 2 種類あります。1 つ目は、『柱

の直下率』です。2 階の柱の下に 1 階の柱がどれだ

けあるかを示す値です。 

2 つ目は、『壁の直下率』です。2 階の耐震壁（地

震などの力に対して耐える壁）の下に 1 階の耐震壁

がどれだけあるかを示す値です。 

では、なぜ直下率が大事なのでしょうか？ 

直下率☓☓☓☓ 

1111 階と階と階と階と 2222 階で柱や壁の階で柱や壁の階で柱や壁の階で柱や壁の    

位置がバラバラ位置がバラバラ位置がバラバラ位置がバラバラ    位置位置位置位置が同じが同じが同じが同じ    

地震に強い家の証明として耐震等級という基準が

ありますが、2016 年の熊本地震では耐震等級 2 の

住宅が“直下率不足”が原因の一つとして倒壊した

という調査結果があります。 

耐震等級の基準をクリアした家だから安心！とい

うわけではないのです。 

三洋住宅では、『柱の直下率』60％以上、『耐震壁

の直下率』60％以上、耐震等級 3 を基準とした家

づくりをしています。 

耐震等級 1：建築基準法の耐震性能を満たす水準 

耐震等級 2：等級１で想定する地震の 1.25 倍に耐えられる 

耐震等級３：等級１で想定する地震の 1.5 倍に耐えられる 

手摺の取付は、廊下・便所・浴

室・玄関等の転倒防止や移動に

不便を感じる方を目的として

います。工事で一番多いのがこ

の手摺取付です。 

段差の解消は、玄関や廊下から別

室へ入る時の段差を解消するも

のです。敷居を低くすることで、

より安全になります。 

和式便所から洋式便所に変更

すると、楽に用を足すことがで

き、また便座も温かく冬場も安

心して使えておすすめです。 

普段の生活で不便にしていること普段の生活で不便にしていること普段の生活で不便にしていること普段の生活で不便にしていることがあればがあればがあればがあれば、一度ケアマネージャーや、一度ケアマネージャーや、一度ケアマネージャーや、一度ケアマネージャーや私達私達私達私達にご相談ください。にご相談ください。にご相談ください。にご相談ください。    

■■■■補助金補助金補助金補助金はいくらはいくらはいくらはいくら出出出出るのかるのかるのかるのか？？？？    
補助金は上限20万円で住宅改修利用者は1割

負担で工事することができます。 

【例】 

20 万円の工事をした場合、2 万円のみ負担。 

また20万円を使い切るまでは何度でも利用が

可能です。 

【例】 

10 万円の工事をした場合、1 万円のみ負担。

残り 10 万円分を後日利用可能 

直下率○○○○ 

（注）プランによって変わる事があります。 


