
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

 

 

     

                

      

この 4 月 1 日、有限会社三洋メンテリフォームと三洋住宅株式会社は合併 

しました。 

 

三洋メンテリフォームは、三洋住宅の専務をさせていだいていた私が平成 14 年に独立して作った会社

です。当時、三洋住宅は新築をメインの事業としていました。その頃の私は、新築させていただいた OB

施主様との距離が遠くなってしまっている事に悩んでいました。もう一度 OB 施主様との関係を再構築し

て地域の「住」に関する事なら何でも三洋住宅で、と思って頂ける会社にしたいと考えていました。しか

しそのときは事情があった為、別会社として三洋メンテリフォームを立ち上げました。三洋メンテリフォ

ームはリフォームとメンテナンスの分野での活動を通して、OB 施主様との繋がりを築いてまいりました。

今に続く「芋煮会」や「工作教室」も三洋メンテリフォームの「OB 施主様との繋がりを大切にしたい」

という思いから始めたものです。 

 

5 年前私が三洋住宅でも社長になったので、三洋メンテリフォームと三洋住宅がグループとして歩み始

めましたが、両社は別会社のままで来ました。内部は同じ会社のように活動していましたが、やはり別の 
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「「「「私達私達私達私達、、、、一緒一緒一緒一緒になりましたになりましたになりましたになりました」」」」    

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    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

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    

私が子供の頃もバンガローへ行っ

て、キャンプをしましたが、自分の

子供が小学生の頃から中学生まで 5

家族で広川や清水の川や白崎等で

毎年キャンプを楽しみました！ 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村 

近所の５～６軒の同世代の家族と

朝から晩まで BBQ をしたことで

す。小さい頃から知っている気心の

知れたメンバーなので昔の思い出

話で盛り上がりました。 

去年友達と那智の滝に行ったこと

です。近くで見る那智の滝はすご

い迫力でした。みんなで大きなお

みくじを引いて、 

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    

中岡中岡中岡中岡    

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 

2 年前、紀ノ川で総務の山﨑さんと

パラグライダー体験をしました。足

元に広がる大自然を 

 見ながらの優雅な空

中散歩に感動！今度

は自分で操縦して飛

んでみたいです。 

７～８年程前、３家族全員で有田市

の河川敷で BBQ をしました。毎年

恒例で、子供たちも小学生で楽しく

過ごしました。なかなか体験できな

い飯ごう炊飯をしたり、焼き芋をし 

たりと楽しそうにし

ている子供たちを見

て、幼い頃の自分を思

い出しました。 

帰りにマグロユ

ッケ丼も食べる

ことができ、大

満足でした。 

 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

高校のクラブ(テニス)で合宿したこ

とです。３年間ずっと金屋テニスコ

ートへ２日間行きました。夜友達と

遊びすぎて次の日起きられず先生に

すごく怒られたこともありました

(笑)しんどいこともありましたが、楽

しい思い出です。 

この「あんしんだより」は読者も多く、リニューア 

ルでファンが減ったらどうしよう…(>_<)と正直不安

でいっぱいです。なので自分でハードルを上げたく

は無いのですが、これまで以上に読み応えのある楽

しい「あんしんだより」にしていきたい！と思って

います。まだこれからも変わっていく予定ですので

宜しくお願い致します。 

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『『『『ゴールデンウィークのゴールデンウィークのゴールデンウィークのゴールデンウィークの思思思思いいいい出出出出        』』』』    

    

三洋住宅・三洋メンテリフォームの合併

に合わせて、「あんしんだより」をリニュ

ーアルしました！それと同時に編集長に

任命されました、わたくし山﨑と申しま

す。中岡さんが創刊号から作成してきた 

 

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。 

 

会社ですので思うに任せない部分も多々ありました。しかし、こ

の度やっと条件が整い、三洋メンテリフォームを三洋住宅と合併

する事が出来ました。三洋メンテリフォームを作ってから 15 年

が経ってしまいましたが、私が当初思い描いていた体制になりま

した。 

 

三洋メンテリフォームの理念は三洋住宅にしっかりと受け継

ぎ、地域の皆様に信頼される住宅会社を目指して行きたいと思い

ます。新しい「三洋住宅」を今後ともどうかよろしくお願い申し

上げます。 

合併合併合併合併記念号記念号記念号記念号    
三洋住宅と三洋メンテリフォームの合併と共にコ

ーナーや雰囲気を変えてリニューアルしました！ 
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見学した後 LIXIL のキッチンと他社のキッチン

を使って、調理器具の早出し競争をしました。他

社のキッチンと比べると調理器具をスムーズに

出すことが出来て、調理の時間短縮に繋がること

が分かりました。 

残念ながら工場の中は撮影禁止だったので記

念に玄関前で記念撮影をして帰りました(笑) 

 

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♪♪♪♪    
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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。 

上岡工業上岡工業上岡工業上岡工業    
（（（（水道工事水道工事水道工事水道工事業業業業））））    

岡本光平岡本光平岡本光平岡本光平さんさんさんさん    

白井白井白井白井：：：：ではまず職種を教えてください。 

岡本さん岡本さん岡本さん岡本さん：：：：水道工事です。水廻りの事なら何でもＯＫ！ 

白井白井白井白井：：：：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？ 

岡本さん：岡本さん：岡本さん：岡本さん：趣味は車！走るより足廻りをいじる方が好きやな(^o^)今はジムニーの左ハン

ドル「サムライ」と「ダットサン」を持ってます。乗るのはサムライの方が多

いかな。 

総務総務総務総務    

白井白井白井白井 

白井白井白井白井：：：：この仕事を始めたきっかけは何ですか？ 

岡本さん：岡本さん：岡本さん：岡本さん：親父が始めた仕事を継いだので 2 代目です。 

     これしかなかったんで(笑)でも小さい頃から 

     よく親父の後ろをついて回ったりしてたよ。 

白井白井白井白井：：：：仕事に対するこだわりを教えてください。 

岡本さん：岡本さん：岡本さん：岡本さん：自分がやられて嫌やなって思う事は絶対に 

     しない！自分がやってもらったら嬉しいっ 

      て思う事を考えて行動する。これは自分とこ 

     の職人にも指導している事です。 

白井白井白井白井：：：：特技は？ 

岡本さん：岡本さん：岡本さん：岡本さん：バック転！昔体操部に入ってたんで。最近はやってないけど多分出来る     

と思う。体が柔らかいっていうのも特技かな。今建築現場なので両方とも見

せれないのが残念…。 

白井白井白井白井：：：：休日はどのように過ごしていますか？ 

岡本さん：岡本さん：岡本さん：岡本さん：たまにゴルフもします。普段は子供と公園に行って遊んだり、家族サービスをして

います。夏になると「サムライ」で子供と海へ遊びに行ったりしますよ。 

白井白井白井白井：：：：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！ 

 これからお世話になることがあるかもしれませんので、その時は宜しく 

お願いします。それから水廻りのことなら何でも言って下さい(^o^)/ 

新新新新ＴＯＰＴＯＰＴＯＰＴＯＰページページページページ    

お気づきの方もいらっしゃるかもしれないですが、当 

社のホームページをリニューアルしました！新しいホー 

ムページには社員の事がよく分かるスタッフ紹介や社長 

の想いが綴られた上野山喜之物語、新築・リフォームの 

建物に対するこだわりやお客様にご協力いただいたインタビュー、た

くさんの施工実例など内容盛りだくさん、読み応え満点の中身になっ

ています。あと前々から行っていたブログも継続！みんなで頑張って

更新していきます！是非のぞきに来て見て下さ～い(^O^)／ 

ホームページがホームページがホームページがホームページが新新新新しくなりましたしくなりましたしくなりましたしくなりました！！！！    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

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。 

三洋住宅三洋住宅三洋住宅三洋住宅    またはまたはまたはまたは    http://www.sanyou.com でででで検索検索検索検索してねしてねしてねしてね！！！！    

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。。。。    

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    

 

住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト３３３３人人人人でででで    

工場見学工場見学工場見学工場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！！！！！！！！    
 先月雨の降る中、兵庫県の社町にある LIXIL の

キッチン工場に見学に行ってきました。新大阪ま

で特急で行き、他社の方と合流してバスに乗り換

えていざ出発！まずはお昼ご飯を食べて腹ごし

らえ。お腹いっぱいになったところでまたバスに

乗り込み、目的の工場へ。 

LIXIL 社員の方に説明を受けながら、キッチン

の作り方を学びました。LIXIL のキッチンのこだ

わりは『観察・分析・計測を怠らない』。その努

力に感心しました。 

他にも身近にある野菜や何気ないカップがほ

っこりするタッチで描かれています。添えられ

ている言葉にも心温まります(*^_^*) 

 

 

 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

広川町にお住まいの安宅善信様の作品を紹介

します。絵本作家のにわぜんきゅうさんのお地蔵

様を色紙に描いています。 

住住住住ままままいメイトいメイトいメイトいメイト cafecafecafecafe    

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。 

 

愛車のサムライ 

美味しいお料理に大満足♪ 
記念にパシャ☆ 
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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    

 今回ご紹介するリフォームは由良町の I 様邸です。奥様の実家の２階を、数年後には大阪から移住する計画で、 

和室 2 部屋を洋室へリフォームを行いました。奥様よりご主人が主導され、明るく開放的な空間がご希望でした。 

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    「「「「和室改装工事和室改装工事和室改装工事和室改装工事」」」」    

床の間、縁側や欄間 

等も取り除きワ ン 

ルームのリビン グ 

として生まれ変わり 

ました。 

たっぷり入るクロー

ゼットも設置し、収

納スペースを確保。 

ＡＡＡＡfterfterfterfter            

施工時、土壁を落とすと埃が出てきたり大変でし

たがこんなに喜んで頂けて嬉しく思います。 

●担当者：●担当者：●担当者：●担当者：上野上野上野上野より●より●より●より●    

    

 「あの和室がこんなにも広く明るく開放的に

なるとは！」と、驚いたのが最初の感想でした。

先に 2 階のトイレのリフォームをしてもらい、

これなら任せて大丈夫と思ったので、再度三洋

さんにお願いしました。 

色んなリフォーム会社のホームページを見

て、こんな感じにしてほしいとお願いしました。

収納も想像以上に多く、これなら不足する事は

無いと思います。 

1 階に住む嫁の父は昔大工をしていたので、

作業をよく見ていた様で、大工さんや他の職人

さんを誉めていました。今は月に数日来る程度

ですが夫婦でずっと住む様になれば台所や居間

も又少し考えています。その時はまた、三洋さん

お願いします！ 

BBBBeforeeforeeforeefore    

おおおお客様客様客様客様のおのおのおのお声声声声    

 

ＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬリフォームショップリフォームショップリフォームショップリフォームショップ三洋住宅三洋住宅三洋住宅三洋住宅    のののの    



 

 

 

 

 

 

 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

岡本岡本岡本岡本 

 

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。 

4 

「「「「すまいすまいすまいすまい給付金給付金給付金給付金」」」」とととと言言言言うものがあるとうものがあるとうものがあるとうものがあると聞聞聞聞いたんいたんいたんいたんややややけどけどけどけど、、、、
誰誰誰誰でももらえるでももらえるでももらえるでももらえるのののの？？？？    

 

それではまず「すまい給付金」とは何か？から簡単にご説明いたします。これは消費税率引

上げによる住宅所得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度で、平成 26 年 4 月

から平成 33 年 12 月までの実施となります。 

申請期間は入居後 1 年 3 か月以内ならいつでも OK。どのくらいの金額が受け取れるのかと

いうと、収入に応じて最大 30 万円がもらえます。（消費税８％の場合）持分がご夫婦共有の場

合等でもそれぞれ申請すればもらえる可能性があります。 

細かい要件などありますので詳しくは、「すまい給付金「すまい給付金「すまい給付金「すまい給付金    事務局事務局事務局事務局☎☎☎☎0570057005700570----064064064064----186186186186」」」」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） 

 

●●●●まずまずまずまず確認確認確認確認！！！！    

    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    

先日、お客様から蛍光灯が点かないので見て欲しいと依頼を受けました。見に行くと基盤が悪くな

っていたのでメーカーに問い合わせたところ、すでに修理期限が過ぎていたので買え替える事になり

ました。そこでせっかく替えるなら LED 照明が良いですよとお勧めしました。LED 照明は高寿命・

省エネで発売当時は高額でしたが最近は値段も安く購入しやすくなっています。今回は簡単なシーリ

ングライトの取替え方を紹介します。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『照明機器照明機器照明機器照明機器のののの取替取替取替取替ええええ』』』』    
    

LED シーリングライトを取り付ける前

に、天井に配線器具がついているか確認。

（写真参照）配線器具がついていない場

合は電気工事が必要です。 

※傾斜天井など天井の状態によってシー

リングライトが取り付けできない場合が

あります。 

●●●●取取取取りりりり付付付付けけけけ手順手順手順手順    

④カバーを取り付けたら完

成！ 

③アダプターから出ている

コネクター端子を本体側

の端子口に差し込む。 

②アダプターにシーリング

ライト本体を合わせて押

し上げる。 

①付属のアダプターを天井

の配線器具にカチッと音

がするまではめ込む。 

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    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『すまいすまいすまいすまい給付金給付金給付金給付金』』』』    
    

配線器具一覧配線器具一覧配線器具一覧配線器具一覧    

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、、、、岡本岡本岡本岡本ががががおおおお答答答答ええええささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす！！！！ 


