
 

 

 

 

 

 

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

 

 

     

                

      

 1 6 

「「「「難難難難しいしいしいしい選択選択選択選択」」」」    

 
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 

10 
V o l . 1 7 9 

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『『『『懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの文房具文房具文房具文房具・・・・おすすめのおすすめのおすすめのおすすめの文房具文房具文房具文房具』』』』    

    

 新大阪駅のお土産コーナーで、サクラクレパスや

クーピーペンシルのパッケージの商品を見つけまし

た。外見はまるでクレパス、なのに中身はクッキー。

クレパスの方は、箱が缶カンなので食べ終ったら小

物入れに使えてお得なので、お土産に買って帰りま

した。懐かしくてかわいい一品でした。 

「「「「ロケットロケットロケットロケット色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆」」」」    

 

鉛筆のような書

き心地を削るこ

となく何度も使

える意外と合理

的な筆記用具。 

「「「「ロケットロケットロケットロケット鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆」」」」    

3 色ボールペン、蛍光ペン、

サインペン（黒）を愛用し

ています。消せるペンです。

熱で消えるので、冷やすと

色が戻ってきます。 

消しゴムとしては全く

使わなかったけど、 

いろんな形につくって

遊びました。 

「「「「ＰＲＯＫＥＹＰＲＯＫＥＹＰＲＯＫＥＹＰＲＯＫＥＹ    ｕｎｉｕｎｉｕｎｉｕｎｉ」」」」    
ようやく行きついた書

きあじ最高で、裏写り

しない水性ペン。 

は無く何とか乗り切るしかありません。 

私はこの二つに加えてもう一つ「マイホームの

取得」を付け加えたいと思います。こちらも子育

ての為に（子供部屋が欲しくなり）30 歳前後で

必要になって来ます。ここで 35 年のローンを賭

けた人生最大の買い物に取組みます。ほとんどの

人にとって一生に一度の買い物です。でも、昔の

人は言いました。「3 回建て替えないと理想の家に

ならない」と。それくらい満足できる家造りは難

しいという事です。それにもかかわらず、ハウス

メーカーの営業マンのペースに乗って 1 ヶ月で決

めてしまう方が多いのも現状です。まさに「衝動

買い」と言えます。人は時々、自分の経験の及ば

ないところの決断を案外簡単にやってしまうもの

です。 

それともう一つ、満足が長続きしない原因は家

族の成長と共に家に対する要求が変わってゆくこ 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

好きな色の芯を入れ替えて

使える。持っているだけで

幸せな気持ちになれます。 

「「「「まとまるくんまとまるくんまとまるくんまとまるくん」」」」    
小・中学校の時によく使いました。消し

カスがよくまとまり、 

消しカスを大きくして 

遊びました。 

 

「「「「ねりけしねりけしねりけしねりけし」」」」    

「「「「パイロットフリクションパイロットフリクションパイロットフリクションパイロットフリクション」」」」    
    シリーズシリーズシリーズシリーズ    
 

「「「「トラディオ・プラマントラディオ・プラマントラディオ・プラマントラディオ・プラマン」」」」    
書きやすい万年筆。

筆圧によって太さが

変わります。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村 

最近は字を書くのはもっぱらボール

ペンかシャーペンが主流ですが、 

私はやっぱり鉛筆が好きで今でも 

使います。 

とにあります。子供に個室を与えるために建てた

家も、10 年もすれば子供たちも巣立ってしまい、

個室は物置になります。 

また、今強く感じるのはインターネットの普及

で情報が氾濫している事です。手軽に、「建てる側」

「建てた側」の情報にアクセスできます。しかし、

インターネットで「知ったつもり」になることは

怖いことです。どの情報が正しいのかを見抜くの

はかなり知識が要ります。 

どうしようもない事ですが、経験と想像力の不

足が理想の家造りを遠ざけています。そのような

現実に対して、お客様を理想の家造りをお手伝い

することが私達のプロとしての仕事です。 

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    

私は経営の師から「人は

人生で最も難しい二つの選

択を、経験の少ない若い時

代に迫られる」という話を

聞いたことがあります。そ

の選択とは「結婚」と「職

業」です。どちらも一生を

左右する大事ですが、大半

は 20～30 歳代で決める

事になります。良い悪いで 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

吉野吉野吉野吉野    

有田有田有田有田店店店店    

工務工務工務工務    

木村木村木村木村    

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 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

有田店有田店有田店有田店    

工務工務工務工務    

松上松上松上松上 

「「「「ＨＢＨＢＨＢＨＢ鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆」」」」    

「「「「ミルキーペンミルキーペンミルキーペンミルキーペン」」」」    
小学校の頃、色が可愛く

てお気に入りでした。 
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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トトトピックスピックスピックスピックス    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。 

 

 

 

夏休夏休夏休夏休みみみみ親子工作教室親子工作教室親子工作教室親子工作教室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♪♪♪♪    

 和歌山店の今年の夏休み親子工作教室は、粘土で貯金箱か風鈴のどちらかを作ってもらい

ました。みんな上手にかわいい作品に出来上がっていました(^o^) 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

吉野吉野吉野吉野    

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

 

アイディアアイディアアイディアアイディア網戸網戸網戸網戸    

先日、自宅のリビングに「スタイルシェード」を

付けました！「スタイルシェード」というのは窓に

取り付けられる日よけの事です。 

初めは暗くなるのかなと思いましたが、さほどで

もなく、中からは外が良く見え、外からは中が見え

ません。 

下にまっすぐ下ろして使うことが出来るのです

が、斜めにも止めることが出来るので風がよく入っ

てきて気持ちいいです。 

また使用しないときは上の部分に収納しておけ

るので、すだれのように取り付けたり、外したりす

る必要がなく便利です。 

いつもならリビングの窓から一番離れた所で過ごし

ていたのですが、付けた次の日から窓際のゲージの中

でくつろいでいたのにビックリ！！ 

外の景色も見えて、暑さも軽減されて一番喜んでい

るのはクーなのかも（笑） 

日日日日よけよけよけよけ「「「「スタイルシェードスタイルシェードスタイルシェードスタイルシェード」」」」    

日中日差しが入らずレースのカーテンも要らない

のでいいなぁと思っていましたが、なんと一番良かっ

たと思っているのは、犬のクーでした。 

我が家の玄関についている初代網戸

はアコーディオン式の引き戸だったの

ですが、年を経る内に開閉がスムーズに

いかなくなり、去年 2 代目網戸を新調

しました。 

とても軽くていいのですが、中から見

ると網戸が無いよう見え、子供たちが体

当たりしてしまい危険でした。そこで業

者さんが一計を案じて、ここに網戸があ

りますよ！という飾りを付けてくれま

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    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

玄関を出入りする時に飾りに目がいくので網戸に子供たちも

気付かずぶつかることもなくなり、とても気に入っています！！ 

↑家の中から見た状態 
 

↑家の外から見た状態 
 

多少の雨ぐらいなら内側に 

入ってくることもありません。 

↑今までいたところ ↑窓際のゲージ 

 7 月 30 日（日）に第 13 回夏休み親子工作教室を開催しました。今年は貯金箱か本立て

のどちらかを作ってもらいました。色々な飾り付けをして素敵な作品が出来ていました！ 

有田有田有田有田店店店店    

中山中山中山中山    

↑まっすぐ下ろした時 ↑斜めに下ろした時 

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    

有田有田有田有田店店店店    
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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、今年 5 月にお引渡しした有田市にお住まいのＫ様です。 

【【【【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    

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    

木村木村木村木村 

山﨑：家づくりを考えるようになったきっかけって何ですか？ 

Ｋ様：伯父の古い家に住んでたんで雨漏りとかもあって、実は何年も前から考え

てたんですよ。でも建て直すとなると色々と大変やし、なかなか踏み切れ

なかったんです。そんな時台風で雨漏りがすごくひどくなってしまって、

それで決めました。 

 

山﨑：当社に初めて来て頂いた時はどんなきっかけだったんで

すか？ 

Ｋ様：家建てるって決めてから最初に妹夫婦と和歌山市の住宅

展示場や地元の工務店に行ったんですけど、広さや予算

も合わなくて…。そんな時、「三洋さん広告入ってたな」

って話になって行ってみたら話をしてくれた営業さんの

対応がすごく良くて、その時にもう決めてました。 

山﨑：探し始めて一日目でってことですか？ 

Ｋ様：そうです(笑) 家って長いお付き合いやと思うんで、ここ

だったら安心して色んなこと聞けたり出来ると思って。 

木村：早々に決めて頂いて有難うございます！ 

 

【【【【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】】】】    

【【【【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】】】】    

Ｋ様：以前住んでたお家は、一つ一つの個室ばっかりやったん

で、大きく一つにつながる明るい広い空間が欲しかった

んです。 

山﨑：こういう居間とかですか？ 

Ｋ様：そうです。実際家の大きさは小さくはなったけど、広く

感じるんですよね。あと可愛いお家にしたかったんです。 

山﨑：お庭とかもですかね。お花もたくさん植えられるように。 

Ｋ様：そうですね！お花が好きなのと、ハーブとかも色々植え

たかったんで。 

木村：ウッドデッキも良いですね。 

Ｋ様：そうです。キッチンからウッドデッキ越しにお花が見え

るんがすごいお気に入りです！南側に庭を作ったので、

お部屋に光が入ってすごく 

明るいです。希望通りにや 

ってもらったんで、最高の 

お家です。 

 

【【【【マイホームをマイホームをマイホームをマイホームを考考考考えているえているえているえている方方方方にアドバイスをするとしたらにアドバイスをするとしたらにアドバイスをするとしたらにアドバイスをするとしたら？？？？】】】】    

Ｋ様：コーディネーターの今井さんに色々アドバイスを受けながら決

めた事が一番楽しかったんで、やっぱり自分にとって話やすい

ってことが一番大事かな。 

木村：大きな買い物ですからね。やっぱり色々話して欲しいです。 

Ｋ様：自分の意見を言えて分かってもらえることで家づくりって楽し

めると思います。 

 

 
Ｋ様、たくさんお話

して頂き有難うご

ざいました。 

こだわりの可愛い外観 

居間は明るく、畳で落ち着く空間に 

何を植えるか楽しみになるお庭 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←特に劣化して切れ目にな

った部分と窓の位置が近い

とその窓の周りで雨水の量

が多くなる為漏れを発生さ

せやすくなります。 

新築・建替えのことなら、お気軽にご相談下さい。

（TEL：0120-198-340 まで） 
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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。 

 家家家家がががが欲欲欲欲しいしいしいしい！！！！とととと思思思思ったらったらったらったら    
まずまずまずまず何何何何ををををしたらいいのしたらいいのしたらいいのしたらいいの？？？？    

 マイホームを建てた方たちに話を聞くと、「予習が足りなかった」「後悔しないためにも事前に知っておけば良

かった」・・・そんな声が住宅雑誌などに書かれています。しかし、私自身がお客様とお話している中で思うこと

は、知識も重要なんですが、以下の 3 つを家族で明確にしておけばもっと楽しくなるのになぁ～と思います。自

分自身もマイホームを計画する時に家内と実際にそうしました。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『楽楽楽楽しくマイホームづくりをしくマイホームづくりをしくマイホームづくりをしくマイホームづくりを進進進進めるポイントめるポイントめるポイントめるポイント』』』』    
    

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。 

①①①①マイホームに対するマイホームに対するマイホームに対するマイホームに対する思いを思いを思いを思いを確認しておく！確認しておく！確認しておく！確認しておく！    

展示場や見学会に行ってからではなく、何気ない普

段の生活から夫婦間でマイホームに対するそれぞれ

の思いを確認し合いながら明確にしておく。すごく

解りやすいのが、家具屋や雑貨屋に行ったら好みを

確認。家具や雑貨選びは家のテイストになりますよ。

色を決めたり建物の外観なども定まってきます。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

③マイホームの計画期間を明確にしておく！③マイホームの計画期間を明確にしておく！③マイホームの計画期間を明確にしておく！③マイホームの計画期間を明確にしておく！    

例：なんとなく子供が小学校へ上がる迄に…は×。 

 まず土地から探し始めたとしても良い土地はなかな

か見つからず進みません。理由は明確でないからで

す。家族での話し合い期間→建築会社での相談期間

→会社決定→入居を計画しておきましょう。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『外壁外壁外壁外壁のおのおのお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 

 

 一般的な木造住宅でよく使われている外壁材にサイディングがあります。このサイディングというのは、セメン

ト質と繊維質を原料とした板状のもので、その板を家の形に合わせて切り貼りして外壁として仕上げていきます。

貼り付けた所はシーリング材で充鎮しています。今回はこのシーリング材のお手入れ方法を紹介します。 

②綺麗に仕上げるには表面を平らな

ヘラで押さえて仕上げる様にしま

す。凸凹にしておくと水が流れ落ち

にくく、見た目も悪いです。 

    

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    

←このような状態は

シーリング材の劣化

によって切れ目がで

き、雨水が入りやす

くなります。 

これらの対処は、手の届く範囲

であればいいのですが、高い場

所や広い範囲で行うのは高い技

術が必要になります。心配な方

は当社にご相談ください。 

紫外線や家の方角によ

ってシーリング材の劣

化具合は違います。状

態をよく観察すること

が大切です！ 

①ホームセンター等で販売している

シーリング材を用意します。作業を

するには写真のような道具（コーキ

ングガン）が非常に役立ちます。 

②自分たちの予算を知るために現在の収支の確認！②自分たちの予算を知るために現在の収支の確認！②自分たちの予算を知るために現在の収支の確認！②自分たちの予算を知るために現在の収支の確認！    

まず家計簿の無駄をチェック！保険も見直しのタイ

ミングですよ！私も家を建つ前に保険の見直しをし

て、「えーっ！こんなにいらない保険にお金払ってい

たんだ(゜o゜)！」と解りました。 

★最大のポイント！★最大のポイント！★最大のポイント！★最大のポイント！    

また、夫婦でまとまっていない状態で何社も展示場

など行くと訳が分からなくなります。 

 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えええ    
させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！ 

●●●●状態確認状態確認状態確認状態確認 

 


