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「「「「超超超超バリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーの平屋平屋平屋平屋」」」」    

 
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。 
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編集後記編集後記編集後記編集後記    

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。。。。            
    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの秋秋秋秋』』』』    

 今年の 5 月から友人とヨガに行き始めまし

た。毎回違うポーズを教えてもらえるので飽

きることなく新鮮で楽しいです。大人になっ

てからほとんどスポーツをしていなかったの

ですが、ヨガを始めてから他にもなんかやろ

うかなと考えたりして、ためしに少し前にラ 

①①①① ソフトソフトソフトソフトテニステニステニステニス・・・・バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン    
2 ヶ月に一回程度行って 

います。これからの季節 

は気持ちよく、ベストシーズンです。 

①①①① ゴルフゴルフゴルフゴルフ    

毎週日曜日にやっています。

老若男女できるスポーツで戦

略次第では格上の相手でも勝

てることがあります。 

けっこう効きますよ。来年の夏に向け

て体づくり(^_^) 

①①①① バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン    
会社のメンバーを主にグループ

を作り、毎週木曜日にやってい

ます。汗だくになりますが、皆

でワイワイ楽しんでいます。 

さて同じく 9 月に平屋の「季楽」の完成見学会

を開きましたが、実際に平屋のメリットを再認識

する機会でした。以前このコラムでも平屋→2 階

建→平屋の変遷を書きましたが、もう少し突っ込

んで考えてみると個室のプライバシーの問題だと

わかりました。昔はプライバシーの概念すら無か

ったと思いますが、そのうち個室が尊重されるよ

うになり、今はそれも行き過ぎたと言うことでバ

ランスを探っています。 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

球技ならだいたいできます！ 

 ②②②②野球野球野球野球    
よく行くわけではないですが、

唯一見に行くスポーツです。 

 

①①①① 体幹体幹体幹体幹トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

①①①① テニステニステニステニス    
 

②②②②野球野球野球野球    
ＤｅＮＡファンです。近年少しずつ強

いチームになりつつあり、一戦毎の攻

めぎわが見所です。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村 

毎日 20 分程度しています。

有酸素運動は健康維持に良い

そうです。 ③初期 2 階建（ドラえもんののび太の家）は玄関

から廊下を通って直接 2 階の個室に行ける。子

供達は家族に顔を合わせず出入りできるため

「下宿屋型」とも言われ問題になった。（高度経

済成長期の典型的なタイプ） 

④リビング階段型 2 階建。１階のリビングを通ら

ないと２階に上がれない為、家族のコミュニケ

ーションが図れる。発展系にリビング吹抜けで

２階との気配の交流が出来るものもある。（バブ

ル崩壊以降徐々に増えてきた） 

⑤現代田の字平屋（季楽）は、中廊下や階段を介

さずリビングから直接個室に行ける。 

当社の季楽は最後の⑤のタイプです。廊下の無

い平屋ですから①の田の字型平屋の南側の上下の

和室が LDK となったと思って下さい。時代の変化

とともになんかぐるっと回ってきました。私は高

齢化社会を考えた場合、超バリアフリーの⑤のタ

イプがこれから増えてくるかもと思います。 

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    

9 月に 3 年ぶりの「レ・ミ

ゼラブル」のミュージカル公演

をフェスティバルホールで観

てきました。何回観ても良いも

のは心を揺さぶる感動を与え

てくれます。さすがにプロの仕

事です。私達の仕事もこうあり

たいものです。 

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 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

①①①① ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    

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    

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

リフォームリフォームリフォームリフォーム担当担当担当担当    

河本河本河本河本    

和歌山和歌山和歌山和歌山店店店店    

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    

木村木村木村木村    

①①①① やっているスポーツやっているスポーツやっているスポーツやっているスポーツ    ②②②②    ＴＶＴＶＴＶＴＶででででよくよくよくよく見見見見るスポーツ・よくるスポーツ・よくるスポーツ・よくるスポーツ・よく行行行行くスポーツくスポーツくスポーツくスポーツ観戦観戦観戦観戦    
 

②②②②野球野球野球野球・ゴルフ・・ゴルフ・・ゴルフ・・ゴルフ・格闘技格闘技格闘技格闘技    
よくＴＶで見ます。野球は阪神が好きで

す。ただ家ではなかなかチャンネル権が

回ってきません（笑） 

①①①① ヨガヨガヨガヨガ    
月 2 回ぐらい行っています。

体が硬いので痛い時もありま

すが、ゆがみが直ってくるの

が分かるので楽しいです。 

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    

①①①① サイクリングサイクリングサイクリングサイクリング    
寒くなるとポッポ道や 

湯浅の伝建地区などを 

ウロウロ。いい運動にもなり、また

思わぬ発見も出来て楽しいです。 

ウンドワンのスポッチャに行きました。テニ

ス・卓球・野球やゴルフなど一通りやりまし

た。久しぶりに思いっきり体を動かして楽し

かったです。ですがそれで満足してしまって

結局何も始めることなく今に至ります(^_^;)

でも唯一続いているヨガは頑張ります♪ 

①①①①伝統的な民家伝統的な民家伝統的な民家伝統的な民家    

⑤⑤⑤⑤現代田の字現代田の字現代田の字現代田の字平屋平屋平屋平屋（季楽）（季楽）（季楽）（季楽）    

①伝統的な民家。

ほとんど平屋で

田の字型プラン

ですから個室も

無くプライバシ

ーゼロ。（田舎で

は戦前はほとん

どこのタイプ） 

 
②都市型平屋（サザエさんの家）は中廊下タイプ

で個室化の芽生え。（都市では早くからあったが

田舎では戦後増えた） 
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ポイントはまだまだあ

ります！もっと詳しく

知りたい！という方は

0120-198-340 ま

で気軽にお問合せ下さ

いね(^O^)／ 

『季楽』のテーマは【平屋という暮らし】。 

 

自然を感じながら心地良く暮らす。自然を感じながら心地良く暮らす。自然を感じながら心地良く暮らす。自然を感じながら心地良く暮らす。    

凛とした佇まいが生い茂った緑の中から顔を覗かせる。凛とした佇まいが生い茂った緑の中から顔を覗かせる。凛とした佇まいが生い茂った緑の中から顔を覗かせる。凛とした佇まいが生い茂った緑の中から顔を覗かせる。    

家に入ると木の香りが広がり、あなたに安らぎをあたえます。家に入ると木の香りが広がり、あなたに安らぎをあたえます。家に入ると木の香りが広がり、あなたに安らぎをあたえます。家に入ると木の香りが広がり、あなたに安らぎをあたえます。    

平屋で『季楽』な暮らし。平屋で『季楽』な暮らし。平屋で『季楽』な暮らし。平屋で『季楽』な暮らし。    

日本の四季を感じながら日本の四季を感じながら日本の四季を感じながら日本の四季を感じながら楽な暮らしを楽しむ。楽な暮らしを楽しむ。楽な暮らしを楽しむ。楽な暮らしを楽しむ。    

 

そんな想いが込められたお家です。 
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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。 

 

    

 

収納収納収納収納セミナーにセミナーにセミナーにセミナーに参加参加参加参加してきましたしてきましたしてきましたしてきました！！！！    

住まいメイトの湯川です。少し前に休みを利用して、友達とラ

ンチ三昧してきました！！1 日目は『ファーム』に、2 日目は

『blue』に行ってきました♪ 

友達友達友達友達とランチとランチとランチとランチ♪♪♪♪    
ランチもすごく美味しくて、

友達とゆっくり話ができて

大満足！また休みが合えば

行きたいです。 

久しぶりに会う友達と食べておしゃ

べりして…。ランチの時間だけでは喋

り足らず、お店を出て私の家に来てま

たまたおしゃべり(笑)楽しい時を過ご

すことが出来ました(^_^)v 

↑『ファーム』のランチ 

奥行きがあると収納量が多く、良いように感じます

が、結局手前の方の食器ばかりを使って奥の食器は使わ

ないことになっているという話があり、とても納得でき

ました。子供が巣立って夫婦二人暮らしの場合だと、手

前に使用頻度の高い食器を 2 組ずつ横並びに置いてお

くととても使いやすいと聞いた時は「なるほど！」と思

わず手を叩いてしまいました。帰ってすぐに並べ替えを

実践し、とてもスムーズな出し入れに満足しています。 

実際の物を見ながら説明して

くれるのでとっても分かりや

すく、またお手軽に出来るも

のばかりでした。 
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    

 9 月 2 日、LIXIL 和歌山ショールームにて宮本美保

先生による収納セミナーがありました。実際の食器棚

や洗面台などを使って、明日からでも実践できる100

均グッズを使った収納の仕方を学んできました。 

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    

↑『blue』のランチ 

↑ファイルケースを使うことで区切られて綺麗に収納できます。 

 8 月 26 日・27 日、有田川町にて完成見学会を実施しました。今回の

お家は、当社の企画商品でもある平屋の『季楽』で建築。平屋にご興味の

ある方はもちろん、新築やリフォームを考えている方など、29 組の幅広

いお客様にご来場いただきました。 

当社当社当社当社平屋平屋平屋平屋企画商品企画商品企画商品企画商品『『『『季楽季楽季楽季楽』』』』でででで建築建築建築建築したおしたおしたおしたお家家家家のののの    

完成見学会完成見学会完成見学会完成見学会をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました！！！！    

    

そもそもそもそもそもそもそもそも『『『『季楽季楽季楽季楽』』』』ってこんなってこんなってこんなってこんな特徴特徴特徴特徴ののののおおおお家家家家ですですですです♪♪♪♪    

    

平屋平屋平屋平屋のののの『『『『季楽季楽季楽季楽』』』』ははははここがここがここがここがポイントポイントポイントポイント！！！！    

【日照を活かす】 

長い庇で夏の日差しを遮り、冬

は大きな窓で低くなった太陽

の暖かい光を取り込みます。 

【勾配天井】 

平屋ならではの勾配天井で部屋に開放感

をあらわしの梁で木の温もりと安らぎを

与え空間を演出します。 

【風の通り道・家事動線】 

計算された風の通り道と、ラクな

動きを優先させた家事動線。 

【杉の床材】 

柔らかく温かみのある無

垢材。夏はさらっと冬はほ

んのり温かく快適です。 

風の通り道 家事動線 

ラクな動きを優先させた一直線でつなぐ家事動線 

LDK からつながるウッドデッキ。 
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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    

Ｉ様：お風呂のタイルの冷たさがずっと気になっていて、トイレも和式で夫婦の将来 

   の年齢も考えて、そろそろリフォームする時期かなぁ?どうせするなら全面的に考 

   えようと思ったのがきっかけです。 

【【【【リフォームのきっかけリフォームのきっかけリフォームのきっかけリフォームのきっかけ】】】】    

【【【【リフォームをしてのリフォームをしてのリフォームをしてのリフォームをしての感想感想感想感想】】】】    

 リフォームリフォームリフォームリフォームのののの    

今回ご紹介させて頂くのは、和歌山市にお住まいのＩ様です。築 35 年のお家の水廻り

全般（キッチン・トイレ・洗面所・浴室）と LDK、玄関をリフォームさせて頂きました。 

 

実は、最初は他社に相談をしていたのですが、たまたま LIXIL のショールームで、 

全面リフォーム相談会をしていた河本さんに出会いました。すぐに概算の費用と提案を出してくれたので、

自然と三洋さんでリフォームをする流れになりました。 

 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

リフォームリフォームリフォームリフォーム担当担当担当担当    

河本河本河本河本    

キッチンは今まで壁を向いていたの

で、家族との会話も背中越しでした。

今回対面キッチンにしたので、お料理

をしていても会話が弾み、奥様のお気

に入りポイントです。また、すぐ横に

はご主人がよく使うパソコンスペー

スを配置し、一緒にいる時間も増えま

した。 

 

河本：計画中に楽しかったことはありますか？ 

Ｉ様：自分のしたいことを打合せしてそれが可能だった時、楽しいなと思いました。 

河本：リフォームをするにあたって、めげそうになった事はありますか？ 

Ｉ様：工事に入る前の片付けで要らない物の処分が体力的にしんどかったです。もっと若いうちにリフォームして 

   おけばよかったと、つくづく思いました。 

ようにこだわりました。換気乾燥暖房機を取り付

けたので、この冬が楽しみですね♪ 

 

【【【【玄関玄関玄関玄関】】】】    

BeforeBeforeBeforeBefore    

AfteAfteAfteAfterrrr    

鍵を閉めたままでも風を通せ

るドアにしました。 

 

【【【【キッチンキッチンキッチンキッチン】】】】    

BeforeBeforeBeforeBefore    AfterAfterAfterAfter    

 

【【【【浴室浴室浴室浴室＆＆＆＆トイレトイレトイレトイレ】】】】    

浴室は床がタイルで冬

は冷たく、また足が延

ばせなかったので、浴

室スペースを広めてゆ

ったりお風呂に入れる 

BeforeBeforeBeforeBefore    

AfterAfterAfterAfter    

トイレは和式便器だったのですが、将来を考えて

洋式便器に変えました。 

BefBefBefBeforeoreoreore    

 

AfterAfterAfterAfter    

リビング・ダイニング 

河本：リフォームを考えている方へのアドバイスはありますか？ 

Ｉ様：片付けは大変だから、若いうちにした方がいいと思います。また、 

家の構造的な事もあるので、ちゃんと見てくれる会社、話しやす 

い担当者、ちょっとムリかな？と思うことでも話を聞いてくれる 

担当者さんとの出会いは大事だと思います。 

 

 Ｉ様、ご協力頂き有難う

ございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも気をつけておきたいことはありますがもし土地を売りたいなとお考えの方は 

0120-198-340 丸山までお気軽にお問い合わせください。 
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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。 

 

 

土地土地土地土地をををを売売売売るときにるときにるときにるときに気気気気をつけないといけないをつけないといけないをつけないといけないをつけないといけない事事事事ってってってって？？？？    
 

将来子供が結婚したときの建築用地として土地を購入されていた方が、 「もう建築しなくな

ったから売却を考えている」という相談を最近多くお受けします。今回はそんな売るときに

気をつけたいポイントを紹介します。 

ポイント①ポイント①ポイント①ポイント①    『見た目』『見た目』『見た目』『見た目』    

長くもたれているので管理ができていなく雑草が茂っているという場合がありますが、き

れいな土地の方が印象は良くなります。    

ポイント②ポイント②ポイント②ポイント②    『境界が『境界が『境界が『境界が明確になっているか』明確になっているか』明確になっているか』明確になっているか』    

 最近は地籍調査が進んできて隣接地との立合いも済み、境界もきっちり確定されてきてい

ますが、地籍調査がまだの地域では「境界明示」という作業が必要になる場合があります。 

ポイント③ポイント③ポイント③ポイント③    『売った時にかかる税金』『売った時にかかる税金』『売った時にかかる税金』『売った時にかかる税金』    

 １番大きな問題ですが、税金の対象になるのが課税譲渡所得金額というもので 

 【課税譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除】で計算されますが、簡単に言

うと所得した（買った）金額より譲渡した（売った）金額の方が安ければ税金はかかりま

せん。しかし申告は必要ですよ！ 

 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『土地土地土地土地をををを売売売売るときのポイントるときのポイントるときのポイントるときのポイント！！！！』』』』    
    

私私私私、、、、丸山丸山丸山丸山がおがおがおがお答答答答えさせてえさせてえさせてえさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！ 

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 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策についてについてについてについて』』』』    
    

①①①①ガラスガラスガラスガラス    
ガラスに関しては、防犯ガラ

スに替えたり、防犯フィルム

を貼るだけで対策になりま

す。 

防犯フィルムにも色々ある

のですが、厚さの目安として

327～567 ミクロンが良い

とされています。ネットなど

で購入可能ですので自分で

貼ることも出来ます。 

費用のかかるものもありますが、手軽にできる

ものもあるので出来ることから始めましょう！ 

●●●●防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策としてとしてとしてとして！！！！    

最近、全国だけでなく有田周辺でも空き巣にあったという話をよく聞きます。 

・普通ガラスを使っている玄関、勝手口、窓  

・人通りが少なく、人目に付きにくいところ 

・ブロック塀や植木等で隠れている場所や暗くなっているところ ・・・等 

様々なところが狙われやすくなっています。そこで事前にできる防犯対策についてご紹介します。 

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    

 

②②②②ブロックブロックブロックブロック塀塀塀塀、、、、植木植木植木植木    
ブロック塀はフェンスに変えたり、植木は茂っ

ていれば刈って視線が通るようにすると狙われ

にくくなります。 

 

 

③③③③センサーライトセンサーライトセンサーライトセンサーライト    
玄関前や庭などにセンサーライトをつけておく

と、人が近づくとライトが付くので狙われにく

くなります。    
  


