
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

 

 

     

                

      

昨年は三洋住宅と三洋メンテリフォームの合併、不動

産事業部の立ち上げと一応の形を整えることができま

した。今年はその成果を皆様にお届けできる年にしたい

と思っています。私たちは新築・リフォーム・中古住宅・ 

 明けましておめでとうございます。今

年もお年玉クイズをご用意しました！今

回は社員の似顔絵を使ったクイズです♪

細かなパーツの出題になりますが（印刷

の具合で見にくい場合はごめんなさい

(>_<)）ぜひやってみてくださいね☆ご応

社員が一体となってお客様

の二代、三代にわたる幸福の

為にお役にたてるよう頑張っ

て行きますので本年もどうか

宜しくお願い申し上げます。 
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「「「「新年新年新年新年のごのごのごのご挨拶挨拶挨拶挨拶」」」」    

 

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 

新春号新春号新春号新春号 
Vol.183 

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。。。。            
    

新年明けましておめでとうご

ざいます。旧年中のご愛顧に心よ

り感謝申し上げます。 

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    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『好好好好きなきなきなきな焼焼焼焼きききき鳥鳥鳥鳥のメニューのメニューのメニューのメニュー』』』』    

    

「一代」のきもとつくね→ 

「「「「かわかわかわかわ」」」」    

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

募お待ちしております！ 

 また、昨年この「あんしんだより」がリニュ

ーアルし、もうすぐ一年になります。今年もさ

らにたくさんの情報をお伝えしていきたいと思

いますので、ぜび見て頂ければと思います。本

年もどうぞ宜しくお願い致します。 

食感が好きです。 

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 

設計設計設計設計    

今井今井今井今井    

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    

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    

「「「「かわかわかわかわ（（（（塩塩塩塩）」）」）」）」    
皮はパリパリ食感な焼き具合が

好きです。皮だけではなくて他

のメニューもタレ 

より絶対塩‼ 

「「「「ささみワサビささみワサビささみワサビささみワサビ」」」」    

日本酒とピッタ

リ合って美味し

い！ 

「「「「砂砂砂砂ぎもぎもぎもぎも」」」」    
コリコリ感がた

まらないです。 

「「「「つくねチーズつくねチーズつくねチーズつくねチーズ」」」」    

「「「「ぼんじりぼんじりぼんじりぼんじり」」」」    「「「「ぼんじりぼんじりぼんじりぼんじり」」」」    

「「「「はつはつはつはつ」」」」    
つくねと炙りチー

ズが絶妙！大人か

ら子供まで楽しん

で食べられます。 

脂と肉部分のバランスが

good！ 

尾骨の周りの肉。まわりを脂肪

で覆っているわずかな部分で

す。食感がたまらなく良いです。 

コリコリとした歯

ごたえと内蔵特有

の柔らかさが両方

楽しめる部位です。 

「「「「きもきもきもきも」」」」    
和歌山県庁前の「一代」のきも限定。

大ぶりのきもで中がピンク色でジュ

ーシーに焼き上げています。このきも

を知ると他で食べれません。 

「「「「ずり・ずり・ずり・ずり・もももももももも・・・・きもきもきもきも・なんこつ・なんこつ・なんこつ・なんこつ・・・・    
牛牛牛牛カッパ・カッパ・カッパ・カッパ・牛牛牛牛ロース・ロース・ロース・ロース・つくねつくねつくねつくね」」」」    

 
全部必須！和歌山市の「一代」が特に

おすすめ！ 

【応募方法】【応募方法】【応募方法】【応募方法】右の応募券を切り取り、はがきに貼り（取れないように）クイズの答え・ 

お名前・ご住所・お電話番号を明記の上、下記の住所までお送り下さい。  

※締切り※締切り※締切り※締切り 1111 月月月月 31313131 日（日（日（日（水水水水）消印有効）消印有効）消印有効）消印有効 

【宛【宛【宛【宛            先】先】先】先】〒643-0033 有田郡有田川町明王寺 258-1 三洋住宅株式会社まで    

おおおお年玉年玉年玉年玉クイズクイズクイズクイズ    

問問問問    題題題題    
下の似顔絵は三洋住宅のスタッフです。今年も宜しくお願

いします。さて、このスタッフの中で 

右と同じ目の持ち主は誰でしょう？ 

松上松上松上松上    中山中山中山中山    上野上野上野上野    

上野山上野山上野山上野山    今井今井今井今井    神﨑神﨑神﨑神﨑    西山西山西山西山    

木村（正）木村（正）木村（正）木村（正）    湯川湯川湯川湯川    丸山丸山丸山丸山    

白井白井白井白井    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

平田平田平田平田    

中岡中岡中岡中岡    

木村（武）木村（武）木村（武）木村（武）    硲本硲本硲本硲本    木村（公）木村（公）木村（公）木村（公）    河本河本河本河本    山﨑山﨑山﨑山﨑    

吉野吉野吉野吉野    古山古山古山古山    

土地のニーズをワンストップで解決できる会社として

地域の皆さまの「住」をより良くして行きます。 

正解者正解者正解者正解者のののの中中中中からからからから抽選抽選抽選抽選でででで３３３３名様名様名様名様にににに    
スイーツをプレゼントスイーツをプレゼントスイーツをプレゼントスイーツをプレゼント♪♪♪♪    

【Ａ】 

一凛  

福うさぎ＆ 

きんつば詰合せ 

【Ｃ】 

雪ケ峰プレミアムギフト 

ブリュレ＆ロール 

 

【Ｂ】 

瀬戸の新スイーツレモン

と八朔プリン詰合せ 
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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。 

 

    

遠足遠足遠足遠足ででででＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪにににに行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。    
 毎年恒例、主人の会社の遠足があり、20 種類ほど

ある項目の中から好きな所を選び参加するのですが、

毎回孫の意見を聞きながら、今回は USJ へ行ってき

ました。凄い人の量でヘトヘトになりながら、主人は

お土産を買う際には、車に戻ると言いリタイア(^_^.) 

大人気のハリーポッターエリア、人がたくさん！ 

中学生の女の子のお土産選びは中々なハード

さで、心の中で来年は、このバタバタが懐かし

くなるのかな？と少し寂しさを感じました。 

  

伊勢伊勢伊勢伊勢のののの「「「「おかげおかげおかげおかげ横丁横丁横丁横丁」」」」    
 息子のサッカーの試合観戦をするために一泊二日で伊勢

に行き、試合時間の合間に『おかげ横丁』へ行ってきました。 

 数年前に行った時には無かった『スヌーピー茶屋』など、

新しいお店がいくつか出来ていました。時間が限られていた

のでゆっくり出来ず・・・。 

 でも『伊勢名物 赤福』を買い、『伊勢うどん』を食べて

楽しんできました。 

今度行くときはおかげ

横丁だけではく、他の

観光場所にも行ってみ

たいです。 

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    

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    

ホグワーツ城をバックに 
記念撮影☆ 

招き猫専門店の前に 
すごく大きな招き猫が！ 

名物「赤福」のお店 

『スヌーピー茶屋』店舗前にはスヌーピーと仲間たちの
和服姿の看板が並んでいます♥ 

ハリーポッターに出

てくるバタービール

も飲みました！映画

みたいにきれいな泡

がつかなかったぁ～

残念(^_^;) 

基礎は家の土台となる最も重要な部分になりま

す。家を建てた後では見ることのできない場所だ

からこそじっくりとご覧になっていました。 

 12 月 3 日に、「基礎・構造・完成」まで三洋住宅の家づくりの工程を 1 日で見学できる、『ぱくっと

丸わかりバスツアー』を開催いたしました！ 

『『『『ぱくっとぱくっとぱくっとぱくっと丸丸丸丸わかりバスツアーわかりバスツアーわかりバスツアーわかりバスツアー』』』』をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました！！！！    

地盤改良とは家を建てる際、土地の地盤の性質や

強度を調べ、安全に建つことが出来るかを調査

し、地盤が弱い場合、砕石などで地盤を補強する

工事のことをいいます。 

家をしっかりと支える構造現場！実際に使用し

ている木材や、家の内部の構造などを見ていた

だきました。 

 

構造現場構造現場構造現場構造現場！！！！    最後最後最後最後はははは完成完成完成完成！！！！    

まずはまずはまずはまずは地盤改良現場地盤改良現場地盤改良現場地盤改良現場！！！！    基礎現場基礎現場基礎現場基礎現場！！！！    

最後は三洋住宅で建てていただいたオーナー様

のお宅を見学させて頂きました。 

皆さん初めて見る

地盤改良工事に興

味津々☆ 

大工さんや現場に携わるス

タッフによる説明を聞きな

がらご覧いただきました。 

オーナー様の生の声

が聞けて、今後の家

づくりの参考になっ

たと好評でした。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    

三洋住宅で初めてのバスツアーでしたが、あまり見る機会のない現場を見る

ことができ、皆さん満足されていました。第二弾も乞うご期待ください！ 
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こんにこんにこんにこんにちはちはちはちは！！！！おおおお宅訪問宅訪問宅訪問宅訪問    
今回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。奥様からお話をお伺いしま

した。今回は前編・後編と 2 回にわたってお届けします。 

【【【【家家家家づくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけ】】】】    

 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：家づくりのきっかけは何ですか？ 

奥 様：アパート暮らしで、子供も大きくなってくるし、部屋

数も足りなくなるなぁっていうところからマイホー

ムを考えだしました。 

木 村：最初は平屋か 2 階建てか迷われてましたよね？ 

奥 様：初めは 2 階建てを考えていて、平屋は全然考えてなかったんだけど、 

    木村さんから企画の平屋で「季楽」っていう商品があるよって言われ

たのがきっかけでした。 期間が決められてて早く建てたかったのと、

季楽の間取りを見せてもらった時に、この間取りだったら！と思って

すぐに季楽に決めました。 

木 村：三洋住宅に決めたきっかけってなんだったんですか？ 

奥 様：知り合いの紹介っていうのと、お姉さんが三洋さんで建っていて、建

てた後のアフターがしっかりしてるよっていう話を聞いていたので、

そこが決めた理由かな。現に建ってからの方が色々と密に相談して、

木村さんとかがすぐに動いてくれて良かったなと思っています。 

木 村：ありがとうございます！ 

【【【【計画中計画中計画中計画中にににに悩悩悩悩んでいたんでいたんでいたんでいた事事事事＆＆＆＆三洋住宅三洋住宅三洋住宅三洋住宅にににに決決決決めためためためた理由理由理由理由】】】】    

【【【【計画中計画中計画中計画中にににに楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった事事事事＆＆＆＆建物建物建物建物でこだわったところでこだわったところでこだわったところでこだわったところ】】】】    

木 村：お気に入りのポイントはどこですか？ 

奥 様：すべてのニッチ棚。洗面はみんな褒めてくれますね。唯一

狭いのがネックで、本当は広い洗面に収納を付けたかった

んです。でもニッチ棚を工夫して収納することで有効的に

使えてるし、遊びに来た人にすごく収納が工夫してあるね

と褒めてもらうんです。 

中 山：確かに。とってもきれいに収納されてますね。 

奥 様：それにお風呂からすぐにタオルが取れるので、洗面所が水

浸しにならなくていいんです。 

あとトイレもすごくお気に入り！トイレの空間とは思えな

いくらい広くて部屋の一部みたいな（笑）子供も毎日綺麗

に掃除してくれて、みんなトイレ気に入ってるんちゃうん

かなぁ。子供たちの友達が来た時とか、トイレかわいいね

って言ってくれるんです。窓があって明るいのもいいかな。

企画商品の中でもトイレの位置が自分の持ってきたかった

ところにあって、それはすごい良かった。 

 
次回も引き続き K 様の

お宅をお送りします。

お楽しみに！ 

窓から光が入る明る

いトイレ。季節の小物

を飾れる場所もあり

とてもお気に入り。 

洗面に付けたニッチ

棚。棚板の高さを変

えられて便利です。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    

【【【【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】】】】    

木 村：計画中に楽しかったことは何ですか？ 

奥 様：企画商品だったから決めるものって限られている中で、壁

紙とかでしか自分の自由がきかないから、その中でニッチ

の収納を考えたりとか、コーディネーターの今井さんと

色々と見ながら決めたのが楽しかったかな。 

木 村：こだわりもそういう所になってきますよね。 

 

Ｋ様邸Ｋ様邸Ｋ様邸Ｋ様邸    

～前編～～前編～～前編～～前編～    

【ニッチとは…】 

壁の一部をくぼま

て作る飾り棚や収

納の事です。 

全体をグリーンでまとめた外観 
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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。 

 

 

空地空地空地空地をををを持持持持っててっててっててってて、、、、放放放放ったらかしなんやけどったらかしなんやけどったらかしなんやけどったらかしなんやけど、、、、
何何何何かしたかしたかしたかした方方方方がいいんかながいいんかながいいんかながいいんかな？？？？    

『親の土地を相続したがそのままにしている』『将来、家を建てようと土地を購入したが事情が変わった』『高齢

になり、遠方の子供の家や介護施設に入ったので更地のまま土地をおいている』などの理由で空き地になってい

る土地。どのように管理していますか？今回は自分で管理するときのポイントをご紹介させていただきます。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『空地空地空地空地のののの管理管理管理管理』』』』    
    

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！！！！ 

●雑草処理雑草処理雑草処理雑草処理 

汚れても良い動きやすい格好で！夏場でも蜂や害虫との遭遇もあるため長袖や長ズボン、軍手がベスト！忘れ

がちですが、結構ゴミが捨てられていたりしているので（迷惑ですよねぇ～）、ゴミ袋は持参しましょう。こ

れは除草の専門の方から聞いたのですが 10 月～11 月にかけてと夏草が成長始める 5 月～6 月に除草剤散布

が有効との事です（草の種類によって効果的な薬剤は違うそうです）。ただし、まわりが畑や田んぼだとそち

らへの影響もあったりするので注意が必要です。あと、草刈機は使い慣れていないと危険なので充分注意です。 

●不法駐車●不法駐車●不法駐車●不法駐車    

 あまり放置していると勝手に車をとめられていたという事はありませんか？その事が原因で近隣トラブルに

なる場合もあります。出入り口になる所はロープや鎖で進入されないような処置も大切です。 

 

とにもかくにも一番大切なのは近隣への配慮だと思います。もし、空き地管理が大変だなぁと思われまし

たら☎☎☎☎0120012001200120----198198198198----340340340340 丸山丸山丸山丸山までお気軽にご相談ください。 

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『『『『水道管水道管水道管水道管のののの凍結防止凍結防止凍結防止凍結防止についてについてについてについて』』』』    
     冬の朝、水を使おうと蛇口をひねっても水が出ないという経験はありませんか？和歌山県は温暖

な地域といわれますが、冬場の気温はやはり低いもので、氷点下になる事もあり、そんな時に水道

管の中の水が凍結してしまい、水が流れなくなってしまう時があります。対策としては、次の方法

がありますのでご紹介します。 

①①①①水道管水道管水道管水道管のののの中中中中のののの水水水水をををを流流流流れたままのれたままのれたままのれたままの状態状態状態状態にするにするにするにする    
就寝前に蛇口から水を少量出しておくのですが、あま

り出しすぎるのは水道料金が掛ってきますので、目安

としては、鉛筆の芯程度を目安にしてください。浴槽

に栓をした状態で水を溜めてその水を再利用するとム

ダが無くなります。簡単にできる方法なのでおススメ

です。 

②②②②水道管水道管水道管水道管のののの中中中中のののの水水水水をををを抜抜抜抜くくくく    

③③③③水道管水道管水道管水道管のののの保温対策保温対策保温対策保温対策をするをするをするをする    

いよいよ冬本番です！水道が凍結しないように気を付けましょう。 

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    

平田平田平田平田    

水道管の中を空にする為、確実に防止できるのですが、

水道メーターも止めて全く水が出ない様にしておく事

になる為、夜、トイレに行く時に困ります。寒い時期

で、数日間水を使用しない場合には有効な方法ですが、

あまり現実的ではないと思います。 

外部にむき出しになっている配管に発泡ス

チロール製の保温材を巻きつけて、外気に

直接触れない様にします。この方法は一度

しておけば、先の①と②を気にせずに普段

通りの生活ができて安心ですが、材料と取

付工事費用が必要となります。 

保温材 

施工イメージ 


