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「「「「大掃除大掃除大掃除大掃除はやりませんはやりませんはやりませんはやりません！！！！」」」」    

 
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 

1 
Vol.182 

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。。。。            
    

鍋の美味しい季節になりましたね。私が好きなの

は鳥の骨付きもも肉の水だきです。昔ながらの昆布

で出汁（だし）をとる時もあれば市販の白濁したス 

5 年ほど前から「環境整備」を取り入れています。

毎朝、決めた場所を全員が 30 分間「掃除」してい

ます。目的はただきれいにすることではありませ

ん。担当と場所が決められた表を基に床・トイレ・

車等々を順番に毎日磨いています。手順、道具も決

まっていてマニュアルも作ってあります。毎朝の

「掃除」の後は皆で反省会をして、やり方や道具の

改善を検討します。改善が決まれば即実行します。

その成果を毎月決めた日に社長が半日かけてチェ

ックします。そうです、ここには仕事の大事な要素

ＰＤＣＡ＝プラン（計画）・ドゥー（実行）・チェッ

ク（評価）・アクション（改善） が詰まっているの

です。たかが掃除されど掃除です。ここで仕事のや

り方に気付いてもらう社員教育の時間なのです。す

ぐに成果は出ませんでしたが、いろんな場面でジワ

っと効いてきたなと実感する今日この頃です。これ

からも会社の文化として続けて行きたいと思って

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    

細かな手順が書かれたマニュアル細かな手順が書かれたマニュアル細かな手順が書かれたマニュアル細かな手順が書かれたマニュアル    

いつでもきれい

な会社を見て頂

きたいです！ 

作業風景作業風景作業風景作業風景    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

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    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『おすすめラーメンおすすめラーメンおすすめラーメンおすすめラーメン店店店店』』』』    

    

 本格的な冬がやってきました。温かく

て濃い食べ物がおいしい季節ですね。「お

すすめラーメン店」で、行ったことがな

いお店がたくさんありました。近くを通

ったら、寄ってみたいと思います。 

 また和歌山店ではショールームに、洗 

「「「「らーめんらーめんらーめんらーめん幕末幕末幕末幕末    御坊店御坊店御坊店御坊店」」」」    
 

「「「「麺麺麺麺 diningdiningdiningdining 月乃家月乃家月乃家月乃家」」」」    
うまい。いつ行っても満席ですよ。 

「「「「麺屋麺屋麺屋麺屋ひしおひしおひしおひしお」」」」    ((((和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市))))    

「「「「土屋商店土屋商店土屋商店土屋商店」」」」    ((((和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市))))    
すごくパンチの効いた、 

まぜそば。こってり味でボ

リューム満点！〆に白飯

を器に入れて食べれます。 

 

「「「「京橋京橋京橋京橋    幸太郎幸太郎幸太郎幸太郎」」」」    ((((和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市))))    
 
ラーメンはもち

ろん、サバ寿司が

うまいし、すご

い！ 

豚骨ラーメンが食べ

たくなったらよく 

行くお店です。何度

も替玉をしたくなる

クセになる味。麺が 

特濃ラーメンが大人

気。天一に負けない濃

いスープと麺がうま

くマッチして何回で

も行きたくなる。 

食べログでいつも

上位の人気店。種

類は色々あります

が、私はこってり 

「「「「まるイまるイまるイまるイ    中之島店中之島店中之島店中之島店」」」」    

飲んだ後のラーメン。アロチから近い

ので、中之島店に行きます。 

 

湯浅醬油を使った

ラーメンや、しら

す丼もあります。 

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    

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    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

「「「「和和和和 diningdiningdiningdining 清乃清乃清乃清乃」」」」    ((((有田市有田市有田市有田市))))    

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    

「「「「まるイまるイまるイまるイ    十二番丁店十二番丁店十二番丁店十二番丁店」」」」    

ネギラーメンで有名なお店の２店

舗目で、歌手の槙原敬之さんもよく

来店するそうです。 

ネギ好きにはたまりません。 

 

((((御坊市御坊市御坊市御坊市))))    
 

((((有田川町有田川町有田川町有田川町)))) 

の和歌山ラーメンが好きです。 

((((和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市)))) 

((((和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市)))) 

「「「「がんたれがんたれがんたれがんたれ」」」」    ((((岩出市岩出市岩出市岩出市))))    
こってり、こってり、超

コッテリ！ですが、こっ

てり好きにはたまらなく

美味しいです。 

 

面化粧台とシャワ

ートイレの展示品

を設置しました。実

物を見てみたい！

という方は、お気軽

にご来店ください。 

ープで博多風にする時も

あります。近所の鳥屋さ

んで生食用のささ身や胸

肉が手に入った時はしゃ

ぶしゃぶにしていただき 

ます。家族には豚好きもいるので、豚しゃぶやキム

チ鍋もよくやります。寒い日の夕方、家から「鍋や

るよー」なんてメールが入ると、早く仕事を終えて

帰りたくなります。ただ、締めのうどんやラーメン

までいくとつい食べ過ぎて「よく身につく」のは困

りものです。 

さて、年末も近づいてきて大掃除のシーズンで

す。この時期に大掃除するのは周りをきれいにして

清々しい気分で新年を迎えるということでしょう。

ちょっと自慢になりますが、三洋住宅では大掃除は

ありません。はい、毎日やっているからです。 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                           

    

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

丸山：どういう時が一番楽しいですか？ 

奥様：やっぱりお客さんが商品を手にして楽しい・嬉しい・

良かったって言っくれる時。使ってるとなんか気分が

上がるって言ってくれたこともあったんですよ。そう

いうのが商売の醍醐味かな。お店を始めた 11 年前も

小売店ってだんだん下降していくばっかりで不安もあ

ったけど、10 年以上も続けてられるんは、支持してく

れるお客さんがあってなので本当に有難いです。 
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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。 

 

    

目目目目でもでもでもでも楽楽楽楽しめるイタリアンしめるイタリアンしめるイタリアンしめるイタリアン『『『『アルベロアルベロアルベロアルベロ』』』』    

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    

ＯＢＯＢＯＢＯＢ様様様様のおのおのおのお店店店店をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介♪♪♪♪    
当社で 23 年前に日高町で新築していただいた木村様。奥様が今そのご自宅で靴とバ

ッグのお店「フェリーチェ」を営まれています。こだわりの商品に囲まれたご自宅兼店

舗を取材させて頂きました。 

当初はテナント
で営業されてい
ましたが今はご
自宅で営業中！ 

おおおお店店店店をををを始始始始めたきっかけめたきっかけめたきっかけめたきっかけ    

商品商品商品商品をををを選選選選ぶときのこだわりぶときのこだわりぶときのこだわりぶときのこだわり    

一番楽一番楽一番楽一番楽しいしいしいしい時時時時はははは？？？？    

山﨑：このお店を始められたきっかけはなんですか？ 

奥様：以前保険会社に勤めてた時に企業経営者の方とお話する事が多くて、

毎日接しているうちに自分もいつかお店を出してみたいと思ってた

んです。そんな時、空きテナントのお話をもらったんで思い切って！ 

丸山：初めから靴とバッグって考えてたんですか？ 

奥様：実はそれは思ってなかって、知人が「この近辺に靴屋さんがないから

どう？」っていうのがきっかけで。靴だけだと店内が寂しい感じがし

たのでバッグも取扱い始めたんです。 

おおおお店店店店をををを始始始始めてめてめてめて大変大変大変大変だったことだったことだったことだったこと    

奥様：やってみると靴の商売ってなかなか難しい！サイズが多いんで在庫を置か

なきゃいけないんですよね。あとバッグは仕入れ先の開拓に時間がかかり

ました。デパートで気に入ったバッグを見つけてはタグを見てメーカーに

電話したりとか…。そのかいあってか営業マンから商品扱ってくれません

かと言ってきてくれるようになりました。今は 10 社近く取引きしてます。 

山﨑：商品を仕入れるときはどこかへ実物を見に行って決めるんですか？ 

奥様：もちろんそうです！基本仕入れは年 2 回ある展示会で。売れたら追加の注文もす

るけど、選ぶのは展示会で実際に見てる商品ばかりですよ。 

山﨑：たくさんの商品の中から選ぶ時、どんなこだわりがありますか？ 

奥様：デザイン性、質、それに値段が見合っているかかな。でも基本は私が気に入った

物だけを仕入れてるんですよ。なので私と好みが合う方がお客さんとしてずっと

来てくれてますね。 

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 

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

いつも笑顔の木村様 

【この店ドットコム
（御坊日高版）】に 
ホームページがあり
ます。是非のぞいて
みて下さい！ 

■住 所：日高郡日高町志賀 435-9 

■営業日：木曜・金曜・土曜・日曜 

■時 間：11：00～19：00 

■電 話：0738-63-3904 

※ご来店の際は念の為お電話にてご確認ください。 

■住  所：御坊市野口 1069 

■アクセス：湯浅御坊道 御坊ＩＣから車で約 5 分 

■営業時間：11:30～23:00 

■電話番号：0738-20-1980 

■定 休 日：日曜日 

■駐 車 場：有り 

 

先日、娘と御坊市にあるイタリアンのお店『アル

ベロ』へランチに行ってきました。ランチは前菜・

温菜・パスタがついて 1,200 円とリーズナブル。

特に前菜がその都度変わっていて、色々な野菜が盛

りだくさんで見た目でも楽しめます。もちろんパス

タも美味しかったです（*^_^*）甘い物は別腹の私は 

エビとじゃがいものパスタ♪ 野菜がたっぷり！ 
盛り付けも綺麗な前菜★ 

コーヒーとデザートもしっかり食べました♪こちら

はプラス 300 円です。 

お店は 2 階にあり、大きな窓からは日高川の景色

が楽しめます。また席の間隔があるのでお喋りして

も気にならないですよ(^O^) 

  

吉野吉野吉野吉野のみたらいのみたらいのみたらいのみたらい渓谷渓谷渓谷渓谷    
 11 月 12 日、朝 7 時過ぎに出発し、吉野の『みた

らい渓谷』に行ってきました！ 

 ここには初めて来たのですが、吊り橋と滝が多く、

川底の小石まで見える程透き通っていてとても綺麗で

した！ 

今年の紅葉は少し早くちょ

うどいい時期に来れたのでと

ても良かったです。奈良県の美

味しいもの（しし肉コロッケ、

こんにゃく、えび餅）と紅葉に

大満足で帰ってきました♥ 

えび餅 

お餅にえびが練り込まれて

いて、さっぱりした味でと

ても美味しかったです！ 

滝も紅葉もとてもきれいでした(^o^) 

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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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    

Ｈ様邸は、築 31 年。最初の工事は、２階の子供部屋の砂壁がポロポロ

落ちるとのお問い合せで改装させて頂きました。 

２年前には２階にあったお風呂を改装。１階にもお風呂はありますが、

生活スタイルの違う息子さん達が、１階にお部屋のあるお祖父様達に 

気をつかうことなく入れるようにと、工事をさせて頂きました。 

「息子達が夜遅くてもゆっくりお風呂に入れるようになったよ」と、 

とても喜んで頂けました。 

●●●●住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト硲本硲本硲本硲本よりよりよりより●●●●    

 
Ｈ様、ご協力頂き有難う

ございました。 

 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、有田川町金屋にお住まいの H 様。お父様お母様とお住まいの二世帯です。2009 年

にチラシを見てお電話下さってからのお付き合い。今回は奥様とお母様にお話をお聞きしました。 

 

浴室は、壁や床がタイル貼りで冬は冷たく、浴槽も足が延ばせなかった

のですが、ユニットバスに入れ替えし、浴室を広くしたので、ゆったり

お風呂に入れるようになりました。また手摺りも取り付けました。 

 

【【【【キッチンキッチンキッチンキッチン】】】】    

【【【【浴室浴室浴室浴室】】】】    

今回は神﨑が担当させて頂いたのですが、

息子さんと同級生だったこともあり、より

安心して頂けたのでは、と思いました。 

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    

施工中施工中施工中施工中    

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    

ＢｅｆｏｒＢｅｆｏｒＢｅｆｏｒＢｅｆｏｒｅｅｅｅ    

今年に入ってキッチン

を取り替えました。 

きっかけは、「排水が悪

くなった為」と、お客様

にとって予定外の工事

でしたが、「安くできて

助かりました。」とのお

声を頂きました。 

ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ    

ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ    
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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。 

 

 

新築新築新築新築のためののためののためののための土地土地土地土地をををを探探探探してるんだけどしてるんだけどしてるんだけどしてるんだけど    
何何何何にににに気気気気をををを付付付付けたらいいのけたらいいのけたらいいのけたらいいの？？？？    

お客様の家づくりのお手伝いをさせて頂いた 18 年の経験（私も自分の家を計画した時に家内と実践）から『土

地探しの失敗例』の 4 つのうち①②をご紹介します。 

 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『土地探土地探土地探土地探しのしのしのしの失敗例失敗例失敗例失敗例』』』』    
    

私私私私、、、、西山西山西山西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！！！！ 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

失敗例①失敗例①失敗例①失敗例①    一番多い失敗とは？一番多い失敗とは？一番多い失敗とは？一番多い失敗とは？    

建物の検討をする前に不動産会社でとりあえず土

地だけ先に購入して、いざ家の検討を始めたら理想

の家にならなかったという失敗例です。なぜこんな

ことが起こるのでしょう？ 

不動産会社は土地を仲介する事で利益を得ます。仲

介した後にどの様な家が建とうが不動産会社にと

ってはほとんど関係ありません。（中には家を建て

る際の注意点を親切に教えてくれる良い不動産会

社もいます。） 

●解決策は！解決策は！解決策は！解決策は！ 

土地と建物を一体で考えることが大切土地と建物を一体で考えることが大切土地と建物を一体で考えることが大切土地と建物を一体で考えることが大切です！です！です！です！    

失敗例失敗例失敗例失敗例②②②②    こんなにお金がかかるの？こんなにお金がかかるの？こんなにお金がかかるの？こんなにお金がかかるの？    

水道・ガス・下水などが引きこまれていない土地は

生活が出来るように引きこまなくてはいけません。

又、道路や隣地と高低差のある土地は、擁壁（盛土

や切土された地盤を支える壁）を作ったり土を盛っ

たり削ったりと費用が掛かってきます。  

●解決策は！解決策は！解決策は！解決策は！ 

お金がかかりそうな内容、建物以外のお金がかかりそうな内容、建物以外のお金がかかりそうな内容、建物以外のお金がかかりそうな内容、建物以外の    

工事や諸費用を調査し、トータルの工事や諸費用を調査し、トータルの工事や諸費用を調査し、トータルの工事や諸費用を調査し、トータルの    

予算を把握し予算を把握し予算を把握し予算を把握してててて土地を購入することです！土地を購入することです！土地を購入することです！土地を購入することです！    

以上が失敗例①②です。残りの③④については

後々お教えいたします！ 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『ウッドデッキのおウッドデッキのおウッドデッキのおウッドデッキのお手入手入手入手入れれれれ』』』』    
     リフォームでも新築でもウッドデッキを設置される方が多いですが、外部にあるウッドデッキは雨にさらされ定

期的にお手入れしないと数年で腐ってきます。そこで今回は家でできる簡単メンテナンス方法をご紹介します！ 

●●●●防腐塗料防腐塗料防腐塗料防腐塗料のののの種類種類種類種類！！！！    
お手入れに必要な防腐塗料はホームセンターなどで購入できます。油性と水性があ

るのですが、水性の方が臭いもなく手軽に塗れます。又、造膜（表面に幕を作るも

の）と浸透性（木にしみこむもの）のタイプがありますが、木材が呼吸できる浸透

性のタイプがおすすめです。 

●●●●塗装手順塗装手順塗装手順塗装手順    
①①①①汚れを落とします。カ

ビや苔をブラシで水

洗いし、十分に乾かし

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    

上野上野上野上野    

    
②②②②表面の古い塗膜を研磨

し、新しい塗料の密着が

良くなるようにします。 

 

 

    
③③③③塗料が他に付かないよ

うにマスキングテープ

やシートを貼ります。 

 

 

    
④④④④塗料缶をよく振り、塗りに

くい所から塗り、最後は目

立つ部分を仕上げます。木

目に沿って 1 本を一筆で

仕上げるように塗ると綺

麗に仕上がります。 

 

塗装は天気の良い日に行い、晴れ間が続く日に乾燥させるよう計画しましょう！ 


