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「「「「    富山富山富山富山でででで出会出会出会出会ったおったおったおったお宝宝宝宝    」」」」    

 
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。 

 

2017 

12 
Vol.181 

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『『『『冬冬冬冬のおすすめスポットのおすすめスポットのおすすめスポットのおすすめスポット』』』』    

毎年 10 月に富山にある超優良な住宅会社さん

の経営計画発表会にお邪魔するのを恒例としてい

ます。今年も先日行って来ました。毎年 10%以

上成長されている会社で、社長の今年の方針発表

のあと、懇親会では社員の皆さんとも交流して元

気をいただいて帰りました。 

翌日は少し時間があったので富山市内を散策し

ました。富山にはまだ市電が残っています。昔は

和歌山市にも走っていた道路を走る電車です。現

在の車両はすごくオシャレでヨーロッパを走って

いても通用するくらいのデザインです。手軽で時

間に正確なのでバスより使い勝手が良さそうで

す。車が増えた時代にも廃止しなかったのは先見

の明があったと言えます。 

この富岩運河の最終地点に岩瀬地区という北前

船の基地として栄えた町があります。江戸期から

明治の初めまで物流と交易を握って巨万の富を築

いたそうです。しかし、この北前船も鉄道網の発

達によって廃れて行きました。今は昔の栄華を伝

える街並みが観光資源なっています。 

50 年～100 年の間にも大きな変化があり、乗

り遅れてしまったことが今に生きたりしているの

を見ていると、一見遅れているように見える和歌

山にも宝が眠っているように思えて来ます。 

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    

 だんだんと寒くなってきて外に行くのが億劫

になりがちな最近ですが、冬のおすすめスポット

を見ていて今年は色々と出掛けてみようかなと

思いました。載っている以外にも色々とあるみた

いなので皆さんも探してみて下さいね！ 

オシャレな市電オシャレな市電オシャレな市電オシャレな市電    

「「「「梅田梅田梅田梅田スカイビルのドイツクリスマスツリースカイビルのドイツクリスマスツリースカイビルのドイツクリスマスツリースカイビルのドイツクリスマスツリー」」」」    
高さ 27ｍのクリスマスツリーで日本にいながら

ドイツのツリーを見れます。また、ドイツのクリ

スマスマーケットも体験することができます！ 

 

定番ですが近畿地

方の冬のデートス

ポットと言えばこ

こ！近くの南京町

の豚まんも美味し

いのです。 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

「「「「神戸神戸神戸神戸ルミナリエルミナリエルミナリエルミナリエ」」」」 

場   所：梅田スカイビル ワンダースクエア 

開催期間：2017 年 11 月 17 日～12 月 25 日 

 

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    

場  所：旧外国人居留地及び東遊園地 

開催期間：2017 年 12 月 8 日～12 月 17 日 

 

「「「「なんばパークスなんばパークスなんばパークスなんばパークス」」」」 

ショッピングモールとは思えないほど大規

模なイルミネーションですよ！ 

場  所：なんばパークス パークスガーデン 

開催期間：未 定 

有田有田有田有田店店店店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

中山中山中山中山    

「「「「京都駅京都駅京都駅京都駅ビルビルビルビル」」」」 

駅の各所がイルミネーションでキラキラ

しています。大きなクリスマスツリーも

あります。京都へ遊びに行く際に気軽に

立ち寄れておすすめです。 

場  所：京都駅ビル 

開催期間：11 月 18 日～12 月 25 日 

 今回のあんしんだよりで初めて『こんにち

は！お宅訪問』の取材に行ってきました。行

く前からとても緊張していたんですが、実際

にインタビューをしているとたくさんお話

して頂けて、とても楽しかったです。 

 

有田有田有田有田店店店店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

中山中山中山中山    

この公園には世界一美しい

と評判のスタバもあるそう

ですよ！ 

富岩運河に作られた公園富岩運河に作られた公園富岩運河に作られた公園富岩運河に作られた公園    

もう一つ残して良かったと

思うのは富岩運河。富山市中

心部と港を結ぶ運河で戦前に

作られた頃は活躍したそうで

す。車での物流が主流となり

お荷物になってしまったので

埋立てて道路にする計画でし

たが、直前に撤回して今は公

園として市民の憩いの場にな

っています。今となっては、

当時一見不合理に見える運河

を残すという判断が正しかっ

たと思えます。 

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    
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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    住住住住まいメイまいメイまいメイまいメイトトトト 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。 

 

    

 

素敵素敵素敵素敵なななな作品作品作品作品にににに出会出会出会出会いましたいましたいましたいました。。。。    

最近最近最近最近のののの我我我我がががが家家家家のビッグニュースのビッグニュースのビッグニュースのビッグニュース！！！！    

2 年前に入籍を済ませていた息子夫婦の結婚式

を、10 月 8 日に大阪城の豊國神社で執り行いまし

た。豊臣秀吉公を御祭神とする神社だそうで、外国

人の観光客も多く、またこの日はクラフトビールの

催しもあり、その中で行う式だったため、まるで芸

能人の記者会見のように、カシャカシャと写真を撮

られていました(笑)  

今年で 87 歳になる義母も体調を気にしながらで

したが、最後の孫の結婚式に参加できて「良かった。 

 

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    

お客様のお宅を訪問していると、様々な趣味を持

った方に出会います。今回は御坊市南塩屋にお住ま

いの御前千代子様の作品をご紹介します。 

御前様は手先がとても器用で、手芸の他にも器や

花瓶などの焼き物もたくさん作っています。若い時

に作った物もたくさんあるのですが、中でも陶芸が

一番好きだったそうです。今回は数ある中から手芸 

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    

見ているだけで楽しめます。羽子板はと

ても素人さんが作ったものだとは思えな

いほどの素晴らしい出来栄えで、いつ見

ても素敵だなぁと思います。 

作品を見せ

て頂きまし

た。色とり

どりの可愛

い手まりは

一つ一つ模

様も違い、 

いい式だった！」と喜んでくれていました。 

披露宴はホテル阪急インターナショナルで行い、

親族よりも多い友人に囲まれた楽しい結婚式でし

た。高校卒業後から息子の様子などはほとんど知り

ませんでしたが、いい出逢いをしていたんだなと安

心しました。 

パートナーさんとパートナーさんとパートナーさんとパートナーさんとＢＢＱＢＢＱＢＢＱＢＢＱをしましたをしましたをしましたをしました♪♪♪♪    

中岡さん、大谷板金さん、嶋田家具さんが 
焼きそばを作ってくれました！ 
とても美味しかったです(*^∇^*) 

毎年恒例のパートナー（協力業者）さんとのバーベキュー会を開催しました。今年はあいにくの雨だったので

すが、たくさんのパートナーさんが参加してくれました。みんなでわいわい、親睦を深め楽しい時間を過ごしま

した(^O^)／ 

椿原左官・椿原さんより 
乾杯の挨拶★ 

上野山社長より始まりの挨拶！ 

かんぱ～い♪ 

ビールはサーバーで！ 

 焼きそば 

うまいです！ 
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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    
今回ご紹介させて頂くお家は、昨年 4 月にお引渡しした有田川町に

お住まいのＫ様です。奥様からお話を伺いました。 

【【【【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 

中山：家づくりを考えるようになったきっかけって何ですか？ 

奥様：以前からキッチンのところが雨漏りしていて、私は補修し

てもらおうかと考えていたんですけど、主人の方が一気に

家を建てようと決めたらしくて、気が付いたら家を建てる

話が進んでました(笑) 

 

 

奥様：2 階建てにしようか平屋にしようか悩んだかな。 

中山：最終的にどうして平屋に決めたんですか？ 

奥様：地震で潰れたら怖いから平屋にしようかな？川が近くに

あって雨が降って増水したときには 2 階建の方が安全な

のかな？と悩んだんだけど、娘達が結婚して家を出て行

ってしまって、夫婦 2 人だけだと何かあった時に介護が

必要となった時でも便利なのかなって思って平屋にしま

した。 

 

【【【【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】】】】    

【【【【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】】】】    

木村：計画中に楽しかったところはどこですか？ 

奥様：色を決めたり、床の素材を決めたりするのが楽しかったかなぁ。

主人も私の好きなようにしたらいいよと言ってくれて、あれが

いい、これがいいといっぱい意見を出したんですが優柔不断で

決断できなくて、最終的には娘に相談して決めていました。 

 

【【【【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：三洋さんは家を建てた後もメンテナンスはすぐ来てくれるし、

色んなイベントとかで楽しみがあるからご縁が切れてしまうこ

とがなくって、若い人とかも子供と楽しめたり、年配の方にも

おすすめですね。世代関係なくどんな人にでもおすすめできる

と思います。 

 
Ｋ様奥様、たくさん

お話して頂き有難

うございました。 

有田有田有田有田店店店店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

中山中山中山中山    

【【【【こだわったところこだわったところこだわったところこだわったところ＆＆＆＆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】】】】    

中山：こだわったところはどこですか？ 

奥様：やっぱり動線！前の家はご飯を食べて、お風呂に入って、洗濯

するってなったらすごく遠くって、私が家事しやすいように考

えました。 

中山：お気に入りのポイントはどこですか？ 

奥様：食器棚が見えないように扉で隠したことかな。生活感を隠すこ

とでお友達とかも気軽に呼べていいんですよ。でも…。 

木村：でも…？ 

奥様：本当は木目調にしようと思ったんだけど、カタログとか設計図

だけ見ても合うのかどうかわからなくて。CG とか写真でイメ

ージを見ながら決めれたらもっと良かったかな。これからお家

の計画を考えている人にはイメージの写真とかを見せてあげた

らいいと思います。 

木村：ありがとうございます。参考にさせて頂きます！ 

 

緑の屋根が素敵なおうち 

お気に入りのポイント！ 
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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。 

尚、もっと詳しく知りたい方やご質問のある方はお気軽にご相談下さい。 

（TEL：0120-198-340 木村まで） 

 

 

住宅住宅住宅住宅ローンのローンのローンのローンの審査審査審査審査ってどうってどうってどうってどう決決決決まるのまるのまるのまるの？？？？    
 

住宅ローンをこれから申し込む皆さん、審査対策はしっかり出来ていますか？ 

住宅ローンの審査基準として「金融事故を起こしていないか？」や「返済できる十分な収入が 

あるか？」が判断材料になるのを知っている人は多いですよね。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『住宅住宅住宅住宅ローンについてローンについてローンについてローンについて』』』』    
    

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！！！！ 

知らないと恐ろしい知らないと恐ろしい知らないと恐ろしい知らないと恐ろしい、、、、審査の意外な落ちる原因は・・・審査の意外な落ちる原因は・・・審査の意外な落ちる原因は・・・審査の意外な落ちる原因は・・・    

勤続年数が足りないとか、他にローン（車のローン）がある、などはよく聞くと思います。 

しかし、契約中のカードローン契約中のカードローン契約中のカードローン契約中のカードローンやクレジットカードの枚数クレジットカードの枚数クレジットカードの枚数クレジットカードの枚数なども原因の一つです。それに、現在ではほとんど

の方が持っている携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話です。携帯電話って皆さん、機種変更の時、分割払いにされる方が多いですよね。

びっくりしてしまいますが、実はこの分割払いも審査の対象になっているんです。また、携帯料金支払いの遅

延なども、住宅ローンの審査に落ちる原因になります。 

金融機関や保証期間によって審査基準は違いますが、まずは基本的なポイントを押さえておきましょう。 

審査に落ちる要因を減らしておくことで、審査対策が出来ますよ。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村    

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    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『シャッターシャッターシャッターシャッター雨戸雨戸雨戸雨戸((((手動手動手動手動))))のののの開閉開閉開閉開閉がががが重重重重いいいい時時時時のののの対策対策対策対策』』』』    
     最近シャッター雨戸を使っているお家も多くなりました。シャッター雨戸を使っていて、ふと開閉が

重いと感じたことはありませんか？今回はシャッター雨戸のお手入れをご紹介します。 

●●●●シャッターのシャッターのシャッターのシャッターの開閉開閉開閉開閉がががが重重重重いいいい場合場合場合場合    
ガイドレール内部に付着したゴミ・ホコリ・砂など

が原因で重たく感じる時があります。それはシャッ

ターがガイドレール（溝）の中を下りてくるため、

一番下にホコリなどが溜まるからです。 

 

●●●●おおおお手入手入手入手入れれれれ方法方法方法方法    
①①①①ブラシや爪楊枝などでホコリをかき出しましょう。

ガイドレール内部のモヘヤ（毛）に付着したゴミ・

ホコリ・砂なども拭き取り、掃除しましょう。 

②②②②掃除終了後、ガイドレール内部とロック部にシリコ

ンスプレーを吹きつけます。 

 

シャッターのお手入れをすることで軽くなる場合が

あります。シャッターが少し重いなと感じたら是非試

してみてください。 

 

●●●●開閉時開閉時開閉時開閉時のののの注意点注意点注意点注意点！！！！    
同じ場所（右端、左端）を掴んでシャッター雨戸を

開け閉めしていませんか？最初のうちは何ともあ

りませんが、毎回同じ場所を掴んでシャッターを開

け閉めすると、シャッターの軸が少しずつズレてし

まうのです。 

 

●●●●対策対策対策対策 

極力開閉時にはシャッター雨戸の真ん中を掴んで

開け閉めをする。両手で開け閉めをする場合は、右

端、左端を均等に掴み、開け閉めしましょう。 

 

※シリコンスプレーはホームセンター等で販売

しています。シリコンスプレー以外は使用しないシリコンスプレー以外は使用しないシリコンスプレー以外は使用しないシリコンスプレー以外は使用しない

でくだでくだでくだでください。さい。さい。さい。 

ガイドレールガイドレールガイドレールガイドレール    

スラットが通るレール 

スラットスラットスラットスラット    

シャッター正面の 

カーテン部 


