
■チラシ・フライヤー：A3_2つ折り_横
( 紙のサイズ420×297mm 仕上がりサイズ297×210mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より、色つきのガイド線を消してから変換してください
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南区 Ｉ様邸リノベーション完成！

After

ご両親が長く住まわれた築約40年の住
宅のリノベーション（改修）が完成しまし
た。
最初にインスペクションと耐震診断を行
い計画・設計しました。
これからの安全・快適・維持管理を考え
屋根(軽量化)葺替・外壁吹替・断熱サッ
シに取替又は、断熱内窓設置・耐震改
修・床下防蟻処理・ＤＫを主とした内装
と設備の取替を行いました。耐震改修
については、内装改修範囲を最小限に
評点を上げる耐震設計をしました。
次世代住宅ポイント制度 30万ポイント
適用、リフォーム瑕疵保険適用で将来
の安心も確保しています。
オープンな外構設計をし、車2台の駐車
スペースも確保しました。

既存
耐震評点0.32
倒壊する危険性
あり

補強後
耐震評点1.00
一応倒壊しない

耐震改修

ＤＫ全面改修

その他改修

耐震補強でスケルトンになる部屋・押入の床・壁天井は高性能
断熱材に入れ替え、２階の天井には高性能クラスウール200mm
敷き込みとしました。
開口部は、今回改修部屋の１階窓はLow-eペアガラスを入れ込
んだアルミ樹脂複合サッシに取替、その他の１・２階の部屋と廊
下はLow-eペアガラスを入れ込んだ樹脂内窓としました。
断熱性能をあらわす※UA値は既存1.74から改修後0.47となり
高断熱住宅となりました。

※UA値とはどれくらいの熱量が外に逃げていったかを表した数
値で、低いほど断熱性が高いということになります。
単位はW/㎡・Kです。

内部は耐震・断熱改修をするため床・壁・天井
を剥ぎ取ってスケルトンからの改修となったDK
はまさに新築、ナチュラル系の柔らかいインテ
リアとなりました。キッチンはIHコンロを取り付
け、収納しやすく使いやすいものに取替。レン
ジフードも10年間ファンを取り外して掃除の必
要がない洗エールレンジフードを採用されまし
た。照明器具はファン付きのLED照明に取替、
さらにムラが少ない温熱環境にできます。

断熱改修

Before

Before After

After After

バルコニーの瓦
棒は塗替え、木
製デッキ床取替

浴室の窓は断
熱内窓

断熱・気密性がよ
い開きドアに変更
子扉は開き通風
ができます。

壁の高性能グラス
ウール施工の様子

After

Before

Before
Before

耐震改修部屋はスケルトン

耐震壁下の基礎を補強

窓に耐震性能をもた
せるためブレースを
いれました。

柱を追加してよ
り強い耐震壁に
しました。

２階は押入れに耐
震壁を設け、内装
改修範囲を少なく
しました。

インスペクションによって既存の構
造を調査し、耐震診断をし、耐震改
修設計をしました。
既存耐震評点0.32から補強後1.0と
なり、建築基準法で定められてい
る一応倒壊しないレベルまで上げ
ました。
強さの片よりが出ないようにバラン
スをみて、耐震改修分が少なくなる
ように計画しました。 ２階の水平
力を１階に伝えるための、水平ブレ
ースも追加しました。

ダイニングテーブル
の塗替えをしました

１階ﾄｲﾚはﾊﾞﾘｱ
ﾌﾘｰ化、内装改
修、便器取替、
内窓設置した。

2階廊下に洗い場
設置、廊下窓は断
熱内窓

Before

After
After

After
After

Before

Before

広縁 耐震改修の
ため、床・壁・天井
を張替 窓は断熱
ｻｯｼに取替

洗面脱衣 耐震
改修のため床・
壁・天井を張替
窓は断熱ｻｯｼに
取替

After

浴室に換気
暖房乾燥機
を設置

Before

After

松川建設㈱からのお願い
松川建設では、ホームページや、フェイスブックに、不定期ですが、お得情報やフェア・イベント情報などをアップしています。
ぜひ、一度ご覧ください。 また、フェイスブックでは、フォロワーを募集しております！
また、Google Map も登録していますので、口コミ等の記入をお願いします。
ペット情報を発信しているPET LIVINGでは、フェイスブックとインスタグラムを開設しています。フォロワーを募集しています。こちらもフォローしていただ
けると嬉しいです

住まいの瓦版 新春号
2021年139号

２０２１年の目標

お客様から

「頼りになる
ね」と言われ
る様な対応を
します。

お客様と共に
笑顔になれる
家造りをしま
す。

お客様の笑顔
の為に、日々
勉強します。

親切、丁寧な
対応を目指し
ます。

～１月・２月・３月のお休み～
日曜・祝日
1月1日～4日・1月23日・3月6日

安芸郡海田町蟹原二丁目1番16号
TEL 082-822-3753
E-mail：e-sumai@matsukawa-k.com
https://www.matsukawa-k.com

松 川 建 設 株 式 会 社
住みよい住まいづくり街づくり

松川建設㈱の２０２１年の目標
お客様が安全・安心・快適に楽しく過ごせ、資産価値の保持・向上につとめてまいります。

新築住宅

ＰＥＴ ＬＩＶＩＮＧ

既存住宅 破れない網戸

整理収納
床下冷暖房システム「はるかぜ」を採用
した長期優良住宅仕様をおすすめしま
す。高耐震・自然を生かしながら（パッ
シブ）高気密・高断熱・高維持管理で省
エネの、住まいづくりをしてまいります。

新築もリフォームも快適生活に
は整理収納が重要です。

必要なものを把握した上で計画
し、工事が終わった後も生活の
変化に対応し、見直し、整理す
ることが大切です。

防犯性があり、ペットによる網の破
れや逃亡対策ができます。

台風による窓ガラス破損防止にも
活用できます。

内・外装・設備のリフォームから、耐震・
断熱・間取り改変するなどの、資産価
値を高めたリノベーションをご提案し施
工します。

ペットを愛する皆様とそのペットが
共に幸せで豊かに暮らせるため
のお手伝いをします。
ペット共生住宅の新築（PAWs 
Style）・リフォームのサポートをい
たします。

新築住宅

ペット住宅

既存住宅

整理収納

収納生活morePET LIVING

はるかぜ

防犯・通風

破れない網戸

ペット・破れない網戸に関する お問い合わせ

ペットリビング

住所：広島県安芸郡海田町蟹原2-1-16
電話：082-822-1112 (いいワンニャン )
meil：okimochi@petliving.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://petliving.jp/

整理収納に関する お問い合わせ

収納生活ｍｏｒｅ（ﾓｱ）

住所：広島県安芸郡海田町蟹原2-1-16
電話：082-847-5262
mail：more@matsukawa-k.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.shu-pro.com/

快適で楽しい
住まいを
提案します。

通風を考慮し
破れない網戸を
設置しました

e-sum_000
テキスト ボックス
※許可なくこの記事の転載・コピーを禁止します。
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空き家問題は、国家的課題とは聞くのですが、実際お困りの方が、徐々に増えてきているようです。
国土交通省によると 空き家とは、人が１年以上住んでいない又は、使われていない家のことを言うそうです。
空き家の分類は、大きく４つに分けられます。

11月7日(土)・8日(日) は、ＬＥＣＴ広島主催の第3回ＤＯＧ ＧＲｅｅＴＩＮＧ③に参
加しました。毎回、お声をかけていただき、参加させて頂いてますが、今回もまた
たくさんの人に破れない網戸とペットの出入口を知って頂くことができました。

ペットイベント参加報告
10月25日(日) に以前、多くのスキーヤーでにぎやかだった冠高原スキー場跡地で、ワンちゃん
ネコちゃんの譲渡会がありました。譲渡会場のログハウスの周りには、ペットグッズ販売のほかに
キッチンカーによるバーガー販売、ハチミツ販売、珍しい車の展示会も行われました。松川建設も
破れない網戸とペットの出入口の展示をしました。
気持ちのいい秋晴れだったこともあり、ピーク時は、駐車場に1時間、譲渡会場に入るのに40分待
ちだったそうです。朝10時前から夕方3時までに300人以上の来場者がありました。
嬉しいことに、私たちの知り合いといいご縁がありまして、保護犬のトイプードルウルちゃんがこの

度、このお家に新しい家族として迎え入れられることとなりました。トライアルの時からすぐに家族
全員、ウルちゃんの虜になったそうです。ウルちゃんも、知り合いもみんなが幸せになりました。

元は野犬だった
そうです。そう見
えませんよね

国内外の珍しい
車が展示されて
ました。

ワンちゃんは、実際に抱くこと
ができたので、賑やかでした。

約20匹のネコちゃんたち。
中でも7匹の子猫は大人気
でした♥

初日は雨でしたが、２日目は
晴天。２日間の来場者数は約
５，５００人だったそうです。

今回の写真スポットのテーマは、
クリスマス
ワンちゃんだけでなく、ネコちゃん 、
ウサちゃん が来てくれました。

最近のワンちゃん猫
ちゃんは写真慣れし
ています

LECTでは、破れない網戸より『ペットの出入口』が気に
なる方が多かったです。
飼い主さんが窓を開けなくてもペットたちが好き
なときに勝手に外に出れるスグレモノです。

部屋の中のドアに付けたいと言われるお客様
が多いのですが、この出入口は屋外用なので、
室内のドアに付けることはできません。室内ドア
用の出入口は別でございますので、気になる方
は、松川建設までご連絡ください。

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞは３ﾀｲﾌﾟ
８kg・５㎏・３kg

去年の夏、松川建設の庭担当本職陶芸家の下、大豪邸の敷地内の草取りをしました。グラストリマーで刈り取った後、ねじり鎌で土を

ほじくり、根っこから掘りおこします。３～５人で３日かかりました。草は小さい時が抜きやすい！とわかっているのですが、ちょっと油断す
るとすぐ３０㎝くらい伸びています。そうなると大変ですから、早め早めに手を打ちましょう！
除草剤を撒くことも、一つの方法ですが、そのために近くの木が枯れたり、ペットの体調が悪くなったりと影響が
でることは無いとは言えないので、お気をつけください。
残念ながら、梅雨時期になれば、必ず草は生えます。梅雨に入る前に、土地を１回耕すだけでも生えてくる草の
量は変わってきます。たいてい、皆さんが気が付いたときには、もうすでに広範囲にかけて草が生えていて、
見るのも嫌になります。こうなる前に、年間カレンダーを作り、日数をかけ、範囲を分けて、こまめに抜いていきましょう！
毎日１０分ずつやっても違います。草が夏ほど生えない冬の間に2㎝くらい土を耕しておくのもいいそうですよ。

【こちょっとお役立ち情報】
No.2

パナソニック 家づくりフェスタのお知らせ 提供：㈱マルシゲ 注；コロナ感染状況によって変更あり

◆２０２１年２月６日（土）・７日（日）10：00～17：00 パナソニックリビングショールーム広島３階
ご成約オプションプレゼント・整理収納＆風水個別相談会・来場記念品プレゼントなどあります

住宅メーカーさんからのお得なお知らせ ※詳細資料同封 提供：㈱クラタクリエイト

●高品質のオーダーカーテンがお求め安いお値段に！
LIXILのオーダーカーテン “ブランシェⅡ” リビングや部屋の内装工事と一緒にカーテンも取替えれば、部屋の印象が大きく変わります♡

●水栓メーカーＫＶＫウィンターセール 1月31日注文分まで
浴室、キッチン、洗面台用の蛇口のセール♪２ハンドルをシングルレバーに変えたい方は、ぜひ、この機会をお見逃しなく！

●給湯器の購入をお考えの方、参考にしてください！ 3月30日注文分まで
リンナイのマイクロバブルバス内蔵ふろ給湯器 ＋リクシルまたはトクラスの指定製品をセットで購入されるとお得な特典が付いてきます！

松川建設㈱からのお願い
●松川建設では、現在、海田町の土地、探しています。 30坪～40坪程度の住宅用地です。現在、何も使われていない土地がございましたら
ご連絡ください。

松川建設のブース。ちょう
ど角だったので展示と写
真スポットを分け、混み合
うことなく見ていただけま
した。

「空き家コンサルタント」養成講習会に参加しました。

2次的住宅 賃貸用住宅 売却用住宅 その他の住宅

別荘やたまに寝泊まりする家
普通は住んでいない住宅

左記以外の住宅

問題の「空き家」は

「その他の住宅」のこと
を指すことが多い。

Q: どんな時に空き家になるのか
A: 56%が相続の時

Q: 相続した人が空き家にしている理由
A: 物置として必要だから・・・44.9%
解体費用をかけたくないから・・・39.9%
特に困ってないから・・・37.7%
将来使うかも・・・36.4%

空き家を放っておくと・・・

建物の劣化・防災／防犯面のリスク・
環境衛生悪化・近隣迷惑・経済的
負担増と、先送りしても良いことは
なさそうです。

事例を聞くと 随分前に亡くなったお爺さんの
空き家をお孫さんが相談に来ても、家が傷ん
でいる又は、複数で相続しているため全員と
連絡が取れず動かすことができない。など次
の代に繋ぐことが難しい場合もあるそうです。

人口減少にともない空き家は確実に増えます。今すぐ何かするのではなくても手をかけて価値ある住宅にして、次に継ぐのか、解体する
のか、真剣に話す必要がありそうです。

空き家の悩みは十人十色
税理士・宅建士・建築士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・中小企業診断士・司法書士・弁護士等相談内容によって専門分野に分かれ
ます。空き家コンサルタントはお客様の「相談窓口」となり、各方面の皆さんと連携してお悩み解決のお手伝いをさせて頂きます。

海田町自主防災リーダー養成講座を受講しました。

近年の地球の変化に想定外はこれからも起こると感じる中、自主防災としてどんな心構えが必要なのか少し勉強させて
もらおうと思いました。
講師は、国土問題研究会理事・防災士・日本地質学会会員の越智秀二先生。

「自分たちの地域は自分たちで守る」 との海田町長さんの言葉から講座が始まりました。
日本で起きた災害を振り返り、日本は災害大国なんだと改めて認識しました。中でも、広島は土砂災害危険個所
全国第１位を５０年キープしているとのこと！

災害とは、人の住んでいる場所が被害を受けることで、人の居ない場所での崖崩れなどの被害は災害とは言わないそうです。
また、２年前の西日本豪雨の原因は、雨量、土質、地形、植生等の自然的因子はもちろんですが、人為的因子もあることを知りました。
海田町の山はほとんどが壊れやすい花崗岩でできているそうです。この花崗岩に樹木が根を張り、いつしか枯れると水が入り、地下侵
食し、地滑り、山崩れなどを引き起こします。そうなる前に、樹木の手入れをすることも大切だそうです。

こんな海田町で災害にどう向き合うか！

海田町は山・川・海・平地すべて揃っています。住む場所によって起きる災害の種類も違うし複合的な災害も予想されます。通り一辺倒の
マニュアルでなく自治会又は、その中の班ごとに防災マップを見て、危険場所や避難所までの経路を正しく知り、避難のタイミング・方法
をみんなで共有することが大切だと思いました。実際にマップに土砂災害警戒地域や浸水箇所を書き込んでいくと、中には避難所に逃げ
るより自宅にいる方が安全と思われる地域もありました。やってみないとわかりませんね。
熊本の震災では、災害関連死された方が、直接、災害で亡くなられた方の４倍だったそうです。このことには、驚きました。

日本と海外の避難所の実態もわかりました。２０１７年のイタリア大地震の時、２日で３０００張り（６人用）テントがベッドはもちろん、冷暖
房完備付きで設置され、キッチンカーによる暖かい食事が供給されたそうです。
また、これから、避難所での女性に配慮した運営を目指すため、地域での『女性リーダー』の育成に力入れていかなければなりません。

海田町自主防災リーダー認定証と
海田町津波・浸水ハザードマップ

コロナという驚異の中、南海トラフ地震やはるかに想定を超える雨が降った時など、「もしもの災害」を想像するの
はとても恐ろしいことですが、家にいることが多くなった昨今、イメージすることは時間の無駄ではないと思います。

最善を尽くす。声をかけて真っ先に逃げる。広島県は土砂災害危険個所全国１位。
我が家にはペット（家族）もいますので、避難所までの移動手段も考え、準備しています。
最後に先生が言われた「外れたら赤飯を食べよう！（ラッキーだったということ）」が、胸に刺さりました。
価値ある講習会でした。

※事前予約が
必要です。

先日、知人に誘われてＷｅｂ上のデンマーク旅行に行ってきました。
「デンマーク人建築家のThomasのご自宅からのヒュッゲ講座」
ヒュッゲ って広島アンデルセンさんがよく使われてますよね。心地いいとかくつろぐとかワイワイ楽しむとか
家族と大切な時を過ごすときにも使われるようです。そんな時の空間づくりにお気に入りの照明や明るさが
変えられる照明、暖炉やキャンドルの灯りなども一役かっているようです。建築家Ｔｈｏｍａｓのご自宅には
３０個もの照明があり、ヒュッゲな時を演出していました。
講座の間、自分の時の流れ方との違いを感じ、見つめ直さねばと思いました。家族でじっくり話し合って一つ一つの空間を作っていく。
そんな家づくりがあるからこそ素敵な空間が生まれるんだと思いました。 一度、自分にとってのヒュッゲな時を考えてみませんか？
２時間２，５００円のデンマークの旅（通訳のガイドさん付き）は、本当に楽しかったです！皆さんは今、どこに行きたいですか？

『ナチュラル銀イオン水』を販売しています！
以前にも紹介しましたが、純水に純銀をとかしたもので、除菌・抗菌・消臭効果ありの
スプレーを１本税込￥２，２００円（５００㎖）で販売しています。
化学薬品・香料は不使用で、刺激がなく、手荒れの心配もありません。ペットにも使え
ますし、衣服など付けても変色しません。
民間検査機構の試験で、インフルのウィルスは１分で９９%減少、新型コロナと同じ構造
のウィルスは５分で９０%減少（３０分で９９%減少）したそうです。（2020年12月8日中国新聞より）

洗濯が乾きにくい今！乾太くんはいかがでしょうか？

そのムダを解消してくれるのが、衣類乾燥機です。

昨年、春にも紹介しましたが、松川建設では、リンナイのガス乾燥機”乾太くん”をオスス
メしています。

コロナウィルスを家に持ち込まないための方法の一つとして、帰宅したら玄関で服を脱ぐ
ことが紹介されていました。

暑い夏ならすぐに乾くので、洗濯量は負担にはなりませんが、寒くて晴れの日が少ない
冬は、生乾きの臭いが！

乾太くんは、それを解消してくれるだけでなく、経済的で、洗い物はふんわり、除菌機能で
赤ちゃんの衣類にもモッテコイ！の商品です。しかも！乾太くんの活躍は、冬や雨の日だ
けではありません。春秋には、花粉、黄砂、PM2.5などが付着する心配もありません。

やっと冬らしい冬がやってきました。夕方5時には暗くて、寒い。そんな中、仕事を終え、帰宅し、まず取り掛かるのは
洗濯物の取り込みではないでしょうか？

貴重な冬の晴れの日。せっかく乾いた洗濯物も、取り込むときは、どうですか？湿っていませんか？湿っているから
その後、朝まで部屋干しをする。干し直すのも手間と時間がかかり、二度手間ですよね。
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