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空空空空きききき家家家家をどうしますかをどうしますかをどうしますかをどうしますか？？？？    

 

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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が進んで親世帯、子世帯とも別々に暮らす家があ

る場合、将来的に親の家が空き家になるケースが

急増すると考えられます。また、転勤その他の理

由で自分の家に住み続けることができなくなるケ

ースもあります。空き家も手間がかからず維持で

きればいいのですが、固定資産税・剪定・草刈・

風通しと手間と費用が掛かってきます。 

 そこで空き家を売却か賃貸して有効利用する必

要が出てきます。問題は売却する場合の建物の価

格です。今までの習慣では、木造住宅は２０年た

つとあと何十年も住める家でも資産価値ほぼゼロ

と見なされてきました。これでは新築時のローン

を払い終えるまでに資産価値が下がってしまって

売れば借金が残ってしまいます。ちなみに、アメ

リカではきちんと手入れされた住宅は新築に近い

価格で取引されることもあるそうです。国の持ち 

家政策も新築重視から中古住宅の活用へとシフト

してきました。「インスペクション」といって建物

の痛み具合いを調査することで売り手も買い手も

安心して売買ができる制度を導入しようとしてい

ます。 

私たち建築会社が中古住宅の仲介に関わる意味

はそこにあると思っています。中古住宅の資産価

値を技術的に正しく判断して、安心して取引でき

る条件を作ることができるからです。まだ立ち上

げたばかりの不動産事業部ですが皆様のお役にた

てることがたくさんあると思います。 

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    

不動産事業を立ち上げて

空き家の売却、有効利用の

ご相談をたくさん頂くよう

になりました。これは予想

以上の反響です。 

和歌山県は少子高齢化先

進地です。全国の平均より

はるか先を行っています。

身近に空き家が大きな問題

になってきます。核家族化 

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。 

 

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    

有田店有田店有田店有田店    

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    

最近、夏バテどころかアイスや冷たいものを

食べてしまい逆に太ってきたように感じます。 

運動しないといけないなと思うのですが暑い

こともありなかなか気が進みません(-_-;)涼しく

なる夜にウォーキングぐらいから少しずつ始め

てみようかなと思います（笑） 

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『『『『おすすめのおすすめのおすすめのおすすめの手土産手土産手土産手土産』』』』    

    

 ポーセラーツセミナーの見学をさせて

いただきました。皆さんとても上手に作

っていてすごいなと見ていました。私は

すごく不器用なのですが、自分だけのオ

リジナルマグカップ作りに挑戦してみた

いと思います。 

「「「「鈴屋鈴屋鈴屋鈴屋のデラックスケーキのデラックスケーキのデラックスケーキのデラックスケーキ」」」」    

「「「「錦花堂錦花堂錦花堂錦花堂のののの天狗力餅天狗力餅天狗力餅天狗力餅」」」」    

も美味しい！ネットでも購入可能です。 

「「「「釜釜釜釜揚揚揚揚げしらすげしらすげしらすげしらす」」」」    

「「「「アメトモのアメトモのアメトモのアメトモの日本酒日本酒日本酒日本酒ケーキケーキケーキケーキ」」」」    

今年 4 月 22 日～24 日

に伊勢でお菓子博があ

り、そちらに出店されて

いた有田川町金屋のケー

キ屋さん。日本酒を使っ

てしっとりとしていてワ

インにも合います！ 

「「「「パティスリー・タマノのパティスリー・タマノのパティスリー・タマノのパティスリー・タマノの    

ロールケーキロールケーキロールケーキロールケーキ」」」」    
 

その日に食べても

らう必要がありま

すが、リーズナブ

ルで量も多くふわ

ふわでとても美味

しいです。 

カステラ生地にジャ

ムをサンドしてホワ

イトチョコでコーテ

ィングしています。

少し高いですがとて 

由良町の錦花堂で作

られている和菓子で

プレミア和歌山ブラ

ンドとして発売して

います。こしあんの 

入った求肥餅がすごく美味しいです。 

「「「「フォルマのチーズケーキフォルマのチーズケーキフォルマのチーズケーキフォルマのチーズケーキ」」」」    

クリーミーで濃

厚な味わい。要

冷蔵ではなく常

温で持ち帰れる

ので手土産に向 

いています。ネットでの注文もできます。 

やっぱり湯浅の名

産です釜揚げしら

す！ふっくらして

いてご飯との相性

も抜群です。 

若い頃は父とシラス漁にも行きました！ 

 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

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 

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    
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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    

    

３年前に頂いて名前にビックリ！生で食べることに

ビックリ！ 

「馬場なす」は、貝塚市馬場で昔から育てられてきた、

まぼろしの水なすと言われています。生産農家が２軒し

かなく、あと皮が柔らかく傷つきやすいそうです。残念

なことに、この辺では手に入らないので、スーパーで水

なすが売り出すのを合図に、貝塚市の「彩の谷 たわわ」

の直売所へ買いに行きます。1袋2本入って 250円く

らいで売っていて、私は 3袋買ってきます。 

 

まぼろしのまぼろしのまぼろしのまぼろしの「「「「馬場馬場馬場馬場なすなすなすなす」」」」    

 

みんなでお昼ごはんの時に食べました♪ 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

硲本硲本硲本硲本    

①馬場なすを半分に切り、食べやすい大きさに割きます。 

完成☆完成☆完成☆完成☆    

馬場なす 

②オリーブオイル、醤油、鰹節を適量かける。 

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    

 

住住住住まいメまいメまいメまいメイトイトイトイト 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。 

  

ナスが嫌いな私で
も美味しく食べら
れました(^o^) 

馬場なすはフルーツ
のような感じの味で
美味しいです。オリ
ーブオイルで味付け
すると、イタリアン
風になりますよ。 

 

スポーツチャンバラスポーツチャンバラスポーツチャンバラスポーツチャンバラ    

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    

 有田市の三浦様のお子様２人が『スポー

ツチャンバラ和歌山県大会』に出場し、1

人の息子さんが「個人戦・長剣無級の部 優

勝」「個人戦・小太刀無級の部 3位」、も

う 1人の息子さんが「個人戦・小太刀無級 

 「スポーツチャン
バラ」今まで聞い
たことがありませ
んでした。いろん
なスポーツがある
んですね！ 

の部 2 位」だったそうで、メダルと賞状を見せてい

ただきました。 

 今回、有田川町スポーツチャンバラ教室の代表と

して選手宣誓もしたそうです。 

練習中の様子 

毎月開催しているカルチャーセミナーの様子をご紹介します。今

回は 6 月に開催した『ポーセラーツセミナー』です(^o^) 

ポーセラーツというのはマグカップなどの食器に転写紙を貼り

付け、焼き上げて柄をつけるものです。柄の種類が多く、素敵なも

のばかりだったので皆さんどれにしようかとても悩んでいました。 

 とても和気あいあいとお話
が弾んで楽しく作業されて
いました！みるみるきれい
に出来上がっていく様に私
は横で見とれていました。 

 

思ったようにできないとおっしゃっていた方もいましたが、それぞ

れ個性的な世界に一つだけの素敵な作品が出来上がりました(^o^) 

 

紀州材紀州材紀州材紀州材をををを見学見学見学見学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！！！！    

「「「「ポーセラーツポーセラーツポーセラーツポーセラーツセミナーセミナーセミナーセミナー」」」」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！！！！    

みや、今までの実験データを基にしたお話を聞きま

した。こちらでは、紀州材をもっと色んな人に認知

してもらえるように様々な工夫をされていました。 

次に製材工場へ伺い、木の乾燥や材料の加工工程

を見学しました。木材に関するプロでも、木材の扱

いに苦労する部分があるそうで、日々考えることが

多いそうです。最後に、プレカット工場で実際に自

社の現場へ届く状態へ加工している作業を見学しま

した。 

皆さんとても集中しています！ 

完成した作品！ 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴鈴鈴鈴木木木木    

「紀州材」とは・・・「紀州材」とは・・・「紀州材」とは・・・「紀州材」とは・・・    

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県は古くから「紀州・木の国」と呼ばれ、優れたは古くから「紀州・木の国」と呼ばれ、優れたは古くから「紀州・木の国」と呼ばれ、優れたは古くから「紀州・木の国」と呼ばれ、優れた

木材を産み出す林業地として位置づけられてきました。木材を産み出す林業地として位置づけられてきました。木材を産み出す林業地として位置づけられてきました。木材を産み出す林業地として位置づけられてきました。

なかでも紀州材は、住宅用の木材としての強度や、色合なかでも紀州材は、住宅用の木材としての強度や、色合なかでも紀州材は、住宅用の木材としての強度や、色合なかでも紀州材は、住宅用の木材としての強度や、色合

い、目合いの良さなどで評価され、「木の家」づくりにふい、目合いの良さなどで評価され、「木の家」づくりにふい、目合いの良さなどで評価され、「木の家」づくりにふい、目合いの良さなどで評価され、「木の家」づくりにふ

さわしい木さわしい木さわしい木さわしい木材として注目されています。材として注目されています。材として注目されています。材として注目されています。    

当社では定期的に紀州材の見学を行い、日々勉強して

います。今回は新築営業の西山、工務の木村、パートナ

ーの南方木材の南方さん、そして私、設計の古山のメン

バーで田辺の林業試験場さんと製材工場、プレカット工

場を見学させて頂きました。  

見学の目的は、 「木の乾燥・収縮・割れに対しての仕

組みを理解する！」をテーマとして見学に行きました。 

はじめに林業試験場さんへ伺い、一般的な木材の仕組 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

 

木材加工（プレカット）作業現場 

普段は、納品されたもののチェックや、
図面上で打合せをする事までが仕事で
すが、実際に製造している現場を見るこ
とで改めて色んな人の力があって初め
て作られるものだと思いました。 
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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    

今回ご紹介するのは、築 90 年にもなる古民家の水廻りリフォームをして頂いた湯浅町

にお住まいの Y 様。リフォームのきっかけはご主人様の骨折でした。入院中、奥様から

トイレや浴室を使いやすくしてほしいとご依頼を受けました。お引渡し後から 4 ヶ月経

ってどんな風に過ごされているのかお伺いしました。 

 

【【【【リフォームリフォームリフォームリフォームのきっかけのきっかけのきっかけのきっかけ】】】】    

【【【【安全安全安全安全・・・・明明明明るい・るい・るい・るい・快適快適快適快適なキッチンなキッチンなキッチンなキッチン】】】】    

【【【【浴室浴室浴室浴室＆＆＆＆洗面所洗面所洗面所洗面所】】】】    【【【【新新新新たなスペースたなスペースたなスペースたなスペース】】】】    

 Ｙ様ご夫妻、ご協力頂き

有難うございました。 

明るい光が入ってくるキッチン 

 
リフォームリフォームリフォームリフォームのののの    

浴室にはユニットバスを設置。洗面所は、基礎を残したま

ま柱や躯体を新規で取り替えて天井を高くしたり、天井や

床下には断熱材を入れ断熱性能を高めています。 

キッチンは元々吹抜けになっていて２階とつながっていま

したが、エアコンも効きにくく、冬場は足元が冷えたりと

悩んでいました。そこでキッチン部分に天井をつける事に

しました。その際今まで吹抜けから入っていた明かりが欲

しいという奥様からのご要望もあり、天井の一部に中空ポ

リカーボネート板を使用し光が入ってくるようにしまし

た。ご夫婦の娘様はご両親の安全を気にされてキッチンに

はＩＨをご希望。またキッチン横には奥様の故郷にあった

囲炉裏をイメージした掘りこたつを選び、リラックスでき

るお部屋になりました。 

ご主人様が昔漁師をされていた時に使用して

いた２階建の倉庫を解体し中庭のスペースを

作りました。今は奥様がご希望していた菜園

を作り、夏野菜真っ盛りでした。 

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    

上野上野上野上野    

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    

明るく快適に過ご

す こ と が 出 来 き

て、夫婦とも大変

喜んでいます！こ

の 間 親 戚 が 来 た

時、リフォームさ

れていて家を間違

ったと思った、と

言われましたよ！ 

【Ｙ【Ｙ【Ｙ【Ｙ様様様様のののの声声声声】】】】    

美味しそうなトマトが 

なっています♪ 

綺麗なお花も 

咲いています 工事中の風景 

完成 

浴室 

洗面台 
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尚、費用等について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） 

    住住住住まいのあんしんメまいのあんしんメまいのあんしんメまいのあんしんメンテナンスンテナンスンテナンスンテナンス    
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。 

 

 

新築新築新築新築するするするする時時時時、、、、土地土地土地土地やややや建物建物建物建物のののの他他他他におにおにおにお金金金金ってかかったりするのってかかったりするのってかかったりするのってかかったりするの？？？？    
 

注文住宅を建てるには、家そのものの価格とは別に、外構工事や保険、税金など様々な 

費用がかかります。家づくり全体にかかるお金を『総費用』と呼び、本体工事費用・別途本体工事費用・別途本体工事費用・別途本体工事費用・別途

工事費用・諸費用工事費用・諸費用工事費用・諸費用工事費用・諸費用の三種類に分けられます。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『新築新築新築新築にかかるおにかかるおにかかるおにかかるお金金金金』』』』    

    

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！！！！ 

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。 

水栓金具水栓金具水栓金具水栓金具のののの場合場合場合場合    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『金属磨金属磨金属磨金属磨きききき液液液液でのおでのおでのおでのお手入手入手入手入れれれれ方法方法方法方法』』』』    

    

●●●●手順手順手順手順    
①柔らかい布・ピカールを準備し

ます。ピカールは使用前によく

振ってください。 

②柔らかい布にピカールを適量

付け、蛇口のステンレス部分な

どを、汚れがとれるまで磨く。 

③汚れが落ちたら、別の柔らかい

乾いた布でよく拭き取ってく

ださい。 

ＩＨＩＨＩＨＩＨコンロトップのコンロトップのコンロトップのコンロトップの場合場合場合場合    

※「ピカール」はホームセン

ター等で 400 円程で売って

います。ステンレスや金属は

いけますが、プラスチックへ

のメッキには適さないので

ご注意ください。 

 先日、自宅の浴室の蛇口がかなり汚れてきていたので金属を磨く「ピカール」でシャワーセット

の金属部を磨きました。まるで新品の様な光沢が甦りました。ついでに台所や洗面所の金属部も磨

き大変美しくなったので、皆様にもご紹介したいと思います。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村    

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    

●●●●手順手順手順手順    
①柔らかい布・ピカール・サランラップまたはア

ルミホイルを準備します。ピカールは使用前に

よく振ってください。 

②サランラップ等にピカールを 

適量を付け、コンロトップ部 

分を汚れが取れるまで磨く。 

③汚れが落ちたら、柔らかい乾 

いた布でよく拭き取ってください。 

    

自分で水廻りのお手入れはなかなか難しいので、私は LIXIL

が出している冊子「毎日やりたい水廻りのお手入れ」「毎日やりたい水廻りのお手入れ」「毎日やりたい水廻りのお手入れ」「毎日やりたい水廻りのお手入れ」を参考

にしています。ぜひこの冊子を皆様にも見て頂きたいので、

先着 20名様に LIXIL の「毎日やりたい水廻りのお手入れ」「毎日やりたい水廻りのお手入れ」「毎日やりたい水廻りのお手入れ」「毎日やりたい水廻りのお手入れ」

をプレゼントします。「あんしんだよりを見た」とお電話くだ

さい。後日郵送か、住まいメイトよりお届けします。 

『本体工事費用本体工事費用本体工事費用本体工事費用』建物そのものにかかるお金のこと。庭や駐車場などの建物以外にかかる費用は含まれていま

せん。一般的に広告などに載っている注文住宅の価格や坪単価には、この本体工事費の事を

言っている場合が多いです。 

『別途工事費用別途工事費用別途工事費用別途工事費用』建物以外にかかる別途費用の事で庭や駐車場などの外構工事、照明器具工事、カーテン工事、 

地盤が弱い時に補強する地盤補強工事などがあります。 

『諸費用諸費用諸費用諸費用』   引渡し前後にかかる費用の事で、各種税金や住宅ローンなどの手続き料、火災保険・地震保 

険などの保険料、登記費用などがあります。 

私達は建物計画に入る前に『総費用資金計画書』を作成し、いつどんな費用が必要なのか、また住宅ローンの

返済計画までご提案させて頂いております。 


