
　　当社女性社員、松川と井村は整理収納アドバイザー２級
　　を持っています。忙しい主婦の味方になれる様、勉強しました。
　　今日は私達が勉強したことを少しお伝えしようと思います。

k

整理収納アドバイザー講習会参加者のほとんどが自分は
【片付け、整理】が苦手だと思っている方だったのです。
整理収納に対する『何とかしたい』という意識がとても
強く、この講習会を受けられたんだと思います。

住みよい住まいづくり 街づくり

松 川 建 設 株 式 会 社

安芸郡海田町蟹原二丁目1番16号
TEL　082-822-3753
E-mail：macyan@mtj.biglobe.ne.jp
http://www5d.biglobe.ne.jp/~macyan/

５・６月の休み

Ｇ・Ｗ ３日(土)～６日(火）
５/２４(土)・６/１４日(土)
６／２８(土)
日曜日

もっと身近に

住まいの瓦版New!!
2008年　　春　号

お　　た　　す　　け

整理収納アドバイザー参上

　

　　整理整頓は家事の一部で、ご家庭の主婦が
　　それぞれのやり方で試行錯誤を繰り返し
　　ながら行っていますよね。上手くいかない
　　時は収納雑誌を読んだり芸能人のお宅
　　訪問などにヒントを得て、カラーボックスを
　　買ったり、１００円ショップへ走ったり・・・
　　それでも上手くいかないと感じて
　　おられる方、意外と多いようです。

 １

弊社のお客様の中にもこうしたお悩みをお持ちの
方がいらっしゃるのではないか、私達が快適な暮し
の為にお役に立てることがあるのではないかと考え
はじめています。

ポイントは・・・

使う　　　　　ｏｒ        使わない

そして使わない物は家の中に入れない！】
これが大切です。

 ２

 ３

『もったいない』のはきちがい

 ４

もったいないっていい言葉ですよね。でももったいないと思って
取って置いても結局使わない・・・。本当のもったいないは使わない
物を置いておくその【スペース】がもったいないんです。た・と・え・ば！

思いあたるものがありませんか !?
私の場合、例の一つ一つに
『おおー！あるある、そうそう！！』
・・・・の嵐でした。

とにかく家の中に物が多いということ、これがスッキリ感じない
大きな原因です。【今ある使わない物達は家の外へ、

※ 整理収納アドバイザー講習会に興味がある方は松川建設(㈱)までご連絡下さい。

・いつか着る時が来ると信じている服・デパートの紙袋・化粧品に付いてる粗品・試供品
・旅行に行ったときのアメニティーグッズ・ケーキの箱に付いているリボン
・暇な時に見ようと思ってとっておいた雑誌・新聞・お気に入りだった靴
・いつか使うだろうと思ってとっておく毛布・タオル類･食器・何年も前の年賀状
・使ってないワープロ、パソコン・古いアクセサリー
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収納は色や形はもちろん
高さなども体感できます。

　
　
　

1.木綿豆腐は水分をキッチン
　ペーパーで拭き取り、ボールに
　入れてつぶす。
2.ホットケーキミックスを少し
　ずつ加えて混ぜ、白ゴマと牛乳を
　加えてよく混ぜる。
3.サラダ油を500cc入れ160℃に
　設定する。
4.ドーナツのもとをスプーンで
　一口サイズに取り色よく揚げる。
5.油をきってお好みで粉砂糖か、
　きな粉をまぶしてできあがり♪

　　　　お洒落を追求しているようなショールームでした。
　　　　理想のキッチンがたくさん展示してあり夢が見れました。

換気扇が上になく手元にあるので
部屋が広く見えるのはもちろん、汚
れも壁に付着しないそうです。

キッズルーム

　
イベントをしていてとても楽しかったです。子供達も大喜び！
商品のコンセプトが『主婦の味方　　』のような印象を受けました。

掃除は一切不用！
水をセットしてボタン一つで掃除完了！
もう換気扇のフィルターも買わなくてＯＫ♪

　　3月１日
井村＆Ｋ様親子
行ってきました

流し台は真ん中に蛇口がついて
いないため下の収納の邪魔にな
らず、下の収納は選べます。

色はこんなに選べます。
取っ手との組み合わせ
自由です。

お風呂に
　　テレビ
・･･理想です。
　半身浴には
　強い味方！

『トリプルパワーＩＨ』
グリルでケーキが焼けちゃうんです！

『洗エールレンジフード』

魅力№１

浴槽の壁です。
名前のとおりカドが丸く
なっていて、定番の白
いパッキンがないため、
汚れも目立たず掃除が
楽チンです。

 写真ではわかりづらい
でしょうが、入る前にボ
タンを押すとお湯が出
て浴室内を温めます。
床も暖かくなって体に
優しいそうです。

とうふドーナツにバナナケーキに
　フルーツケーキを食べました。

流し台の横にまな板とふきんの
収納がありました。
その他にも収納の工夫がたくさん
で、キッチンは常にクリアな状態が
保てるように考えてあります。

『カドまる』

真剣にお菓子の作り方を聞いて
います。本当に美味しいです。

　
　 　　材　料

 木綿豆腐　　1/2丁
 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　200ｇ
 白ゴマ　　　大２
 牛乳　　　　大２
 粉砂糖
　 or　　　　適宜
 きな粉
 ｻﾗﾀﾞ油　　　500cc

　　　健    康
　豆腐ドーナツ
　   レ シ ピ

魅力№１

『スタイルキッチン』

『アクティス』

東京電力と
三菱電機と
サンウエーブの
共同開発商品

『床夏シャワー』

是非、ショールームに足を運んでみてくださいね

ＩＨ用空気正常システム
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① タカラ

⑦ INAX

⑧ サンウェーブ ⑨ クリナップ

⑥ ヤマハリビングテック㈱

④ National　リビングショールーム広島

広島市中区中町7-1　TEL 082-247-5766

広島市安佐南区西原6-11-8
　TEL 082-850-3919

広島市安佐南区西原5-13-3
TEL 082-832-5277

広島市安佐南区古市2-35-14
TEL 082-876-1133

広島市中区八丁堀10-14 松田ビル1F
　  TEL 082-221-5737

そのほか掲載しきれなかった新製品が
まだまだたくさんあります。
お出かけの際は、各ショールーム、または
松川建設までお問い合わせ下さいませ。

松川建設　TEL 082-822-3753

① タカラ

⑩ トステム

⑧ サンウエーブ

⑦ ＩＮＡＸ

⑥ヤマハ
リビングテック

④Ｎational

⑨ クリナップ

③ＴＯＴＯ

②タカラ

TEL 082-278-1697

② タカラ
TEL 082-248-0761

⑩ トステム
⑤ NORITZ

⑤ NORITZ

広島市中区大手町3-8-1　大手町中央ビル1F
　　TEL 082-242-2240

③ ＴＯＴＯ

広島市安佐南区川内6-44-20
TEL 082-870-1358

広島市南区宇品西4-1-36

休館 水曜日

休館

休館

休館

休館

休館

水曜日

水曜日 水曜日

水曜日

水曜日

広島市西区商工センター4-12-1

広島市中区小町3-19　やまと生命広島ビル１Ｆ

TEL 082-505-1010

移動が少なく使い勝手のよいＡ型キッチンコンセプトである『満ち足りた
バスタイム』の機能満載

世界最高水準の美しさと耐久性
　　　　　『鋳物ホーロー』

休館 水曜日

年中無休

休館 水曜日

約10年間汚れをはじく
『ささっとｷﾚｲ排水口』
ﾐｽﾄ浴にｶﾋﾞｼｬｯﾄ機能
『ｹﾞﾝｷ浴 ｉ ・ﾐｽﾄ』
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送が浴室で
楽しめます。

37ｲﾝﾁから50ｲﾝﾁまでの
薄型ﾃﾚﾋﾞを壁掛できＡＶ
機器の配線をすっきり
ﾊﾟﾈﾙ内部に収納できます。

５月１６日(金)・１７日(土)
午前１０：００～午後６：００

大 商 談 会

2008･新製品発表

2008年3月にモデルチェンジ！
手元の作業をよりｽﾑｰｽﾞにする、
小物収納可能な『らくポケ』
カラーバリエーションも豊富な
ディリーキッチン

　完全予約制（TEL 082-221-5737）
入浴後はドルチェ ラウンドタイプが
展示してあるラウンジで。
詳細は広島ショールームまで

中・四国初　体験バスルームコーナー
　　　　「ビュートサロン」開設

　　　　　　【主な特徴】
・ｷﾚｲ床・くるりんﾎﾟｲ(ｺﾞﾐをまとめる
排水溝)・ｻｰﾓﾊﾞｽ(温もりを逃さない浴槽)
・ﾌﾟｯｼｭ水栓(指一本でお湯が出る)
・ｻｰﾓﾌﾛｱ(冷ﾔっとしない床)

【グランアッセ・リュクス】
　　Ｃ型キッチン

【ルーシェ】洗面化粧台
　　　　使いやすさは、美しい

組み合わせの楽しみが広がる窓

【ラクエラ】システムキッチン
　楽(ﾗｸ)に選(ｴﾗ)べる

２００８年
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３．頭の中はお金だけ

私が家を建てたポイントはただ一つ、ブランド(有名ハウスメーカー)でした。
しかし、それは今、思えばの話ですよ、その時はいろいろ
考えているつもりでした。
某ハウスメーカーで建てた我が家は、間取りをはじめ、
浴室・キッチン・洗面台などなど、すべてに【標準仕様】
というものがありまして、それを変更していくとお金が発生していく
というしくみで、標準でも『高い』と思っているところにまたお金の
かかる話は自然にシャットアウトで、逆に標準よりどうやったら
安くなるかという物のランクを下げていく話しか生まれなかったんです。※例１、２

６．最後に・・

以前の私の意識では、地域に密着の建設会社が建てた家は『不安』で、大きなハウスメーカー
が建てた家が『安心』でした。しかし、実際は住宅安心システムなどのしっかりしたサポート
があり、ローン提携もお客様目線で一緒に考えていく、本当にトータルでお客様目線なんだと
知りました。（私はメーカーが決めているとこでやって後で借り換えをしたりと、無駄なお金を
使いました。)
しかし！やはりすべては自己責任！！大の大人が納得してその時は決めたのですから
今から家を建てる方や、周りに家を建てると言っている人がいるなら、是非、建設会社にも足を
運んでいろいろ見てから！と言ってあげたいです。ちなみに私は、ハウスメーカーのモデル
ハウスで夢を見て、建設会社で実現させることが『人生で一番高い買い物』を１回で成功させる
コツではないかと・・・そう感じています。

１．気づき
　
こんにちは、井村です。松川建設㈱で働き始めて約４ヶ月が経ちました。
プロフィールを見てもらえれば分かるように建設知識「０」の私は、聞くもの、見るものすべてが
新鮮で毎日ワクワクして仕事をさせていただいてます。あまりの知らなさ加減に　時々、社長が
「え～　       ・・・。」と、なりながらも、しっかり説明して下さるおかげで、自分の中でずっと
点だったものが線となっていきました。その点とは、『２０代後半に建てた家の居心地・満足度』です。

２．後悔先に立たず

「もっと、○○○がこうだったらいいのに～」と愚痴を言うことは、私の主人からすると
気分のいい話ではなく、母から言わせると「贅沢ばかり言って」と、なります。
それは分かっているのですが「何故か家を愛せない。」この点が、「私は最初から愛を注いで家を
建てていない。」という線になったのです。結論からいくと私が、将来性がなく、夢がなく、人任せで、
無知だった・・・・と、いうことなんですけどね。
よく家は３回建てれば気に入った家が建つといわれていますが(これは当っているように思います。)
「建てれるか～！！」状態で、まさに後悔先に立たず・・・。

４．想像する大切さ

私に『こんなキッチンで料理を作りたい。』とか、
『こんなお風呂で１日の疲れを癒したい。』とか、
『収納を広くして部屋はスッキリ見せたい』とか、
自分の建てたい家の設計図がしっかりあったならば・・・
某ハウスメーカーでは建ててはいないかもしれません。いろいろ言っていると、
どんどん金額が上がっていきますからね。

５．知らなかった・・・ショールームの存在

今、仕事でショールームに行き勉強させていただくのですが、私はお風呂が坪で決まっていて
箱物で販売してあることを知らなかったんです。たくさんのメーカーが独自のこだわりやセンスで
魅力的なお風呂を出しています。キッチンにも同じことがいえます。
家を建てるときに、いろんなメーカーのショールーム(10社以上あります。)を見て自分に合ったものを
選ぶという感覚が私には全くありませんでした。営業マンからも自分のところのショールーム以外の
提案はありませんでした。「知らない」ということは損をすると思いました。
 『自分の生活に合った間取りに、選び抜いたお風呂やキッチン』今考えると長い間生活するのだから
納得したものを選んでいくことは当たり前のことなのに、金額にばかり意識がいってしまい、
建った家は・・・          ハァ

  『人生で一番高い買い物』
    ・・・に失敗した話

食器洗浄器は高いので、私はつけませんでした。
結果、食器乾燥機をキッチンに置く形になり作業台が狭くなり
「・・なんだかな～」の状態です。
今、つけたら工事費入れて３０万くらいとか・・。
３５年ローンで割ればこれくらいの金額・・・でもそれくらい
金額を削ることしか考えてなかったんです。

お風呂の床です。
カビ、汚れなどつきにくい
カラリ床系シリーズをぜひおすすめします！

１時間かけて
磨きました！
・・・主人が。

毎日、水切できって、
乾燥機をまわして
これです。

我が家は２階で生活を
する形にしているので
冷蔵庫やソファなどが
楽々あがるようにと
言っておいたのに
・・・全く上がらず。
２階に大きな物を上げる
ときには別途クレーン車
２万円かかります。

※例１

※例２
外構です。
土にしていたのですが、草抜きが
大変で２年前にコンクリ＆砂利に
しました。・・・６０万かかりました。
自分の性格からして、最初から手が
かからないようにしておけばよかった
です。 幅の確認は入念にしましょう！

失敗を痛感
している場所
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