
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

 

 

     

                

      

私たちがリフォームの仕事をさせて頂いて一番よく耳にするのが「こんなに良く

なるのならもっと早くやっとけば良かった」というお声です。しかし、実際にリフ

ォームを決心するまでにお客様はいろいろなハードルを越えなければなりません。

どこに頼むの、いくらかかるの、工事中どこに住むの等々。工事前にはお部屋の片

付もしなければなりません。考えただけでも億劫になり、ついついリフォームは先

延ばしにされ前述の言葉となる訳です。おかげで我がリフォーム業界は内需拡大の

エースと目されながらも長年横バイの市場規模です（年間約 6～7 兆円程度、ちな

みにパチンコ業界は 23 兆円です。） 
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「「「「黄色黄色黄色黄色いチラシいチラシいチラシいチラシ」」」」でこんにちはでこんにちはでこんにちはでこんにちは！！！！！！！！    

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    

 
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。 

 

自分たちはリフォームについて地域の皆様にあまり伝えて来

なかったのだなあと。普段自分達が普通にやっている事を周りの

皆様は知ってくれていると勘違いしてしいるのだと気づかされ

ました。お住まいの疑問や問題で私達の力で解決できる事が沢山

あるはずですがこれも伝えられていないんだろうなあと思いま

す。という訳でリフォームの良さをもっと地域の皆様に知って頂

くのも私たちの務めだと考えています。 

この状況を打破する為に立ち上がったのは和歌山県の LIXIL リフォームショップのメンバーです。私たち三

洋住宅を含め 5 社 6 店あります。この加盟 5 社は地域密着で OB 施主様（今迄に新築やリフォームをして頂

いたお客様）を大切にしながら安定した仕事をしてきましたが新規のお客様にも気軽にリフォームを楽しんで

頂きたいと考えました。そこに LIXIL さんのアドバイスで登場したのがここ数ヶ月新聞に折り込んできたあの

ちょっと過激な黄色いチラシです。 

結果は？・・・それが意外にも反響がいいんです。今までお付 

き合いの無かった新規のお客様からのお問い合わせが急増すると 

同時に OB 客様からのお声掛けも増えました。全国レベルをはる 

かに超える反響に喜んでいますが反省点も・・・。 

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    

総務総務総務総務    

白井白井白井白井 

 あんしんだよりの作成に関わり始めてやっと

少しずつ慣れてきた気がします。まだまだ先輩

方には及びませんがみなさんに楽しんで頂ける

あんしんだよりを作れるよう頑張りますので、

よろしくお願いします。 

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『『『『街街街街でででで見見見見かけるかけるかけるかける変変変変わったものわったものわったものわったもの』』』』    

    

 日頃あまり意識していないですが街中

に変わったものってたくさんあるんです

ね。記事を作っていて思わず笑ってしま

いました。私も今度、出先でいろいろと

探してみようかな(^o^) 

「「「「ウレシィウレシィウレシィウレシィーーーー不動産不動産不動産不動産」」」」    

小さい看板でも目立つ！ 

見ると少し考えてしまいそうな… 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

名前が嬉しそうでついつい頼んで

しまいそう（笑） 

「「「「天国天国天国天国かかかか地獄地獄地獄地獄かかかか」」」」    

新築担新築担新築担新築担当当当当    

木村木村木村木村 

「「「「機械仕掛機械仕掛機械仕掛機械仕掛けのけのけのけの鯉鯉鯉鯉」」」」    

貝塚のくら寿司の池に機械仕

掛けの鯉が泳いでいました。 

「「「「ソルマーレソルマーレソルマーレソルマーレ南紀荘南紀荘南紀荘南紀荘」」」」    

白浜にあるちょっと変わった民宿です。動物

やヒーローがたくさんいます（笑） 

「「「「アトリウムアトリウムアトリウムアトリウム」」」」    

由良町にある変わった形の喫茶店です。 

店内にはレトロな車も展示してます。 
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「「「「ナンバヒップスナンバヒップスナンバヒップスナンバヒップス」」」」    

ドライブ中、外を眺

めていると変なビル

があると思ったら人

が登っている！なん

とボルダリングをし

てました。 
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先日あべのハルカスに行ってきました。最上階の

展望台までエレベーターでわずか 45 秒！!そのハイ

スピードの中、青と白の光りが流れ星のように過ぎ

ていくのが印象的でした… 

 

ラーメンバトルラーメンバトルラーメンバトルラーメンバトル    

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    

 

卒業卒業卒業卒業のおのおのおのお祝祝祝祝いいいい！！！！    

    

若武者の方はチャーシューのボリュームがすご

い！でもとてもジューシーで柔らかかったです。器

がプラスチックだったのがすこし残念でした(>_<) 

 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

先日大阪で、ラーメンバトルが開催されていたの

で、初めて参加してみました！ 

福島の麺所若武者と、札幌味噌のマルエスと、す

ごい煮干しラーメン凪×中華そばムタヒロとのコラ

ボラーメンの三種類を堪能しました。 

 

 

住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト 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。 

 

あべのハルカスあべのハルカスあべのハルカスあべのハルカス♪♪♪♪    

また、その期間のイベントでボールプールが開催

されており、孫と一緒に童心に帰って楽しく過ごし

てきました。 

この前子供たちの卒業のお祝いをするため

に仲良し 3 家族で『箕面温泉スパーガーデン』

に日帰り旅行に行ってきました(*^_^*) 

昼食はバイキングで食べて、ワイン風呂があ

る温泉に入って、卓球場で対決をして…。あっ

という間に楽しい時間が過ぎてしまいました。 

今度は子供たちが高校卒業した 3 年後、次は

日帰りではなくお泊りで旅行に行こうと約束

しました。 

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    

↑お土産に買った 

もんちゃんせんべい 

 

迫力のある像の前で記念撮影☆ 

上からの景色はとてもきれいでした(^o^)！ 

若武者ラーメン ムタヒロコラボラーメン 

パートナーさんにパートナーさんにパートナーさんにパートナーさんに聞聞聞聞いてみよういてみよういてみよういてみよう♪♪♪♪    
私達の会社に協力して頂いているパートナー（業者）さんをご紹介するコーナー。 

三田設備工業三田設備工業三田設備工業三田設備工業    
（（（（給排水設備工事給排水設備工事給排水設備工事給排水設備工事業業業業））））    

尾尾尾尾﨑﨑﨑﨑和幸和幸和幸和幸ささささんんんん    

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    

吉野：吉野：吉野：吉野：ではまず職種を教えてください。 

尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：水道工事の配管工です。新築・リフォーム・ 

      公共下水工事など水廻りのことならなんでも！ 

吉野：吉野：吉野：吉野：それでは今度はプライベートについてお尋ねします。趣味は？ 

尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：趣味はパソコンで映画やドラマ鑑賞。インターネットの動画配信サービス『Hulu

フールー

』を見ています。 

                                  洋 画 や 海 外 ド ラ マ ・ 韓 国 ド ラ マ が た く さ ん あ っ て 面 白 い よ 。 古 い 作 品 が 多 い け 

                                 どな～(^_^;) 

                                 あとは毎朝 15 分くらいストレッチや腹筋をして目を覚ましてるよ。普段使わない筋肉 

                                 をストレッチしておくと、仕事場ですぐ体が動かせるから。水道工事は、狭い所や床下に潜 

                                 ったりすることも多いしね。 

吉野：吉野：吉野：吉野：この仕事を始めたきっかけは何ですか？ 

尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：現社長とは親戚（いとこ）で、高校を卒業して 

                                 から数年は違う仕事をしていたのですが、会長 

                                 に「同じ地下足袋履くなら、うちで履けよ」と 

                                 言ってもらい、入社しました。 

吉野：吉野：吉野：吉野：仕事に対するこだわりを教えてください。 

尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：土に埋まったり、見えない場所でも、ひと手間加えて強固にしたり、 

                                 キレイに見えるようにしたり、丁寧に仕上げるように心がけてい 

                                 ます。自分の納得いく仕上がりになるまでやり直したりもします。 

吉野：吉野：吉野：吉野：休日はどのように過ごしていますか？ 

尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：尾﨑さん：休日はもっぱら『Hulu』を見てるか、たまに家の掃除もするよ(^o^) 

 吉野：吉野：吉野：吉野：ありがとうございました。それでは最後に、一言お願いします！ 

 口下手ですが、お客様と会話する時は、丁寧な対応を心がけています(^o^) 

 ４月１日三洋住宅と三洋メンテリフォームの合併に伴い、

社員全員で合併記念式典をしました。みんなでわいわい楽し

い時間を過ごしました。 

三洋合併結婚式三洋合併結婚式三洋合併結婚式三洋合併結婚式（（（（合併記念式典合併記念式典合併記念式典合併記念式典））））をしましたをしましたをしましたをしました！！！！    

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    

全員で記念撮影☆ 

三洋メンテリフォーム創業 
メンバー（硲本さん・中岡
さん・木村正人さん）の
功績を讃え感謝状贈呈 

みんなで踊りながら 
ジャンケンゲーム♪ 

ビンゴゲーム 

会の最後はいつもお決まり
みんなで「ふるさと」合唱 
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『こんにちは！お宅訪問』は弊社で建築させていただいた新築住宅のお宅をご紹介するコ

ーナー。今回は和歌山市にお住まいのＭ様のお宅を訪問し、奥様にお話をお伺いしました。 

 

西山：ダイニングキッチンよりリビングが一段下がっ

ているんですよね。 

山﨑：隣にある和室は逆に上がっているんですね！ 

西山：ご主人曰く、忍者屋敷みたいになったって言っ

てましたよね（笑）ポイントは和室の大きな窓

で、これが奥様のこだわりですよね。 

奥様：和室は家事スペースなんですけど、アイロンや

パソコンをしながらリビングの様子を見れる

ようにしたんです。実際あんまり見ていないで

すけどね（笑） 

西山：障子もあって閉めれるので、個室としても使え

ますよね。あとご要望があった和室の下は収納

を作りましたよね。6 帖分ぐらいあったと思う

んですけどどうですか？ 

奥様：すごい入りますよ！季節の物とかその時々にし

か使用しない物を入れてます。 

 

西山：寝室もちょっと段違いにしているんですよね。扉を開ける

と階段があって、ウォークインクローゼットにつながって

いて。ここも６帖あるんでたくさん入りますよね。 

奥様：広いんで衣替えはしなくて良いんです。 

西山：４帖だったらちょっと難しいですけどね。あと洗面所とお

風呂を 2 階にしましたが、どうですか？ 

奥様：朝起きたら着替えて、顔も洗って準備してから 1 階へ降り

れるんで下りたり上がったりしなくていいんで便利かな。 

西山：洗濯も楽ですよね。 

奥様：そうですね、そのまま 2 階で干せるんで助かってます。 

奥様：リビングは中から外見えるけど、外から中見 

えないんですよ。 

西山：カーテン開けといても全然ＯＫですよね。 

奥様：ガラスも反射して鏡みたいで見えにくいし、 

良い感じ。 

西山：前に格子もありますしね。 

山﨑：目線は遮るけど、光はちゃんと入ってくる 

ってことですね。 

西山：ここはプランからこだわったところですよね。 

奥様：夜はね、ここの部屋の電気をつけたら外から 

は見えるんやけど。 

山﨑：でも誰かいるな～っていうぐらいですか？ 

奥様：そうそう。だからあんまり外の事とか気にな 

らないですよ。せっかくのおっきいリビングやし良かったです。 

Ｍ様、たくさんお話して頂き

有難うございました。 

【【【【中中中中からからからから見見見見えてえてえてえて外外外外からからからから見見見見えないリビングえないリビングえないリビングえないリビング】】】】    

【【【【リビング・リビング・リビング・リビング・和室和室和室和室のからくりのからくりのからくりのからくり】】】】    

【【【【２２２２階階階階のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ】】】】    

 新築新築新築新築さんさんさんさんのののの    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    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

リビングと一体感のある和室 

大容量の和室下の収納スペース 

 寝室の階段を上ると 

６帖のウォーク 

インクローゼット 

目隠しの格子もポイントの外観 

リビング中央にあるココが 

収納スペースの入口！ 



 

 

 

 

 

 

 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村 
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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！！！！！！！！    
新築をするにあたって、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。 

紀州材紀州材紀州材紀州材をををを使使使使うとうとうとうと「「「「補助金補助金補助金補助金」」」」がもらえるってがもらえるってがもらえるってがもらえるって聞聞聞聞いたんやけどいたんやけどいたんやけどいたんやけど、、、、
誰誰誰誰でももらえるのでももらえるのでももらえるのでももらえるの？？？？    

 

それではまず「紀州材の補助金」とは何か？から簡単にご説明いたします。こ

れは住宅産業の振興と林業・木材産業の活性化を目的とした補助金制度です。一

定の条件のもと、「紀州材」を使用した木造住宅の新築、増築及び改築並びに「紀

州材」を使用した既存住宅のリフォームにたいして、補助金が交付されます。 

新築・増築及び改築される方に最高 20 万円を、リフォームをされる方に 5 万

円（定額）を補助します。平成 29 年度の受付期間は、平成 30 年 3 月 15 日ま

でで先着順となっています。なお、予算がなくなり次第受付が終了します。 

細かい条件などありますので詳しくは、 

「和歌山県農林水産部林業・林業局林業振興課和歌山県農林水産部林業・林業局林業振興課和歌山県農林水産部林業・林業局林業振興課和歌山県農林水産部林業・林業局林業振興課    ☎☎☎☎073073073073----441441441441----2960296029602960」に 

ご確認下さいね！ 

尚、一般的なご質問でしたら弊社担当者に聞いてもらって結構です！！ 

（☎0120-198-340 まで） 

 

●●●●汚汚汚汚れをれをれをれを取取取取るるるる場合場合場合場合    

    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    

一般家庭の壁や天井の仕上げによく使われてるビニールクロスは部屋によって汚れてきたりする

ものです。また、建物の細かい振動などで切れ目が見えてくることがあります。基本的にはこれらの

現象は少なからず発生します。お家の基本的な性能に問題はありませんが、見た目が気になります。

今回はそんな時の場合によったお手入れ方法を紹介します。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『クロスクロスクロスクロス((((壁紙壁紙壁紙壁紙))))のおのおのおのお手入手入手入手入れれれれ』』』』    
    

 まずは表面のホコリをとることが大切です。その

ままにしておくと、ホコリ部分に湿気を含みカビが

発生します。 

 飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞った

スポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取り

ます。落ちにくい場合は中性洗剤を使います。 

●●●●剥剥剥剥がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた場合場合場合場合    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『紀州材紀州材紀州材紀州材のののの補助金補助金補助金補助金』』』』    
    

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。 

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！！！！ 

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    

 部分的な剥がれであれば、壁紙の裏に文房具用の

糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して貼

り押さえます。 

●●●●切切切切れれれれ目目目目がががが入入入入っているっているっているっている場合場合場合場合    
まず、ジョイントコークはというものを使います。 

切れ目の部分に注入して、はみ出した部分を湿らせ

たスポンジで拭き取ります。かなり綺麗になります。 

写真はライトアイボリーという色のものですが、

結構これ一つで対応できると思います。ジョイント

コークはホームセンターに置いていますのでお手軽

に補修が出来ます。 

ちなみに当社の新築で

は紀州材を標準で使用

していますので、すべ

てのお客様が 

申請の対象と 

なります！ 


