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天

ねこちゃんも、わんちゃんも ＬＯＢＯＦＬＯＲ（ロボフロアー） 大好きです

2022年145号

外観予想図 外壁は30年間補修のいらないサイディング
東南前面道路の視線を考慮した目隠し塀と窓の高さにしています。

安芸郡Ｋ様邸 はるかぜの家※1で、レモンの家※2
（いいここちの家）が７月に工事着工予定です。
家族の行動動線を考え抜いた間取りで、１階は玄関か
ら洗面所まで一直線で行けます。ＬＤＫと和室の間仕
切扉を開けると広々としたワンルームになります。
２階はホールに設けたデスクスペースを中心に主寝室
・書斎・トイレ・子供室・ウォークインクローゼット
の個室を配しています。高気密高断熱で長期優良住宅
仕様、少ないエネルギーで温度差のない、頑丈な住宅
です。住宅性能は数値化し明確にし、基準を上回る性
能になっています。
熱損失係数UA値0.40(※3平成25年度基準UA値0.87以下
)、ηAC値1.4(※4)、断熱等性能等級５(※5)、
耐震等級３(※6)の住宅です。断熱性能を確保するた
め気密性も測定して確認(※7 C値1.0以下)します。

ヘルニアを患っているミニチュアダックスフンドの
シロップちゃんのために、とご連絡いただきました。
シロップちゃんがいつもいる約１３畳のリビングダイ
ニング全体にロボフロアーを敷きました。
見て下さい！シロップちゃんのくつろぎよう❣
本当に愛らしいですよね。
「今まではツルツルとフローリングで
滑っていたのですが、快適に過ごして
おります。」とＷ様からも嬉しいコメント
をいただきました。
くつろぎ中

南区Ｗ様邸
滑らない床で
安心・安全な毎日を！！

before

設工中

防犯用に、風通しに、留守番用に
破れない網戸設置されました
今年は「破れない網戸」が大人気です！
しかも一度に数ヶ所設置されるお家が！
天気予報では今年の夏は、雨が少なく、
暑くなるだろうとのこと。
真夏のクーラー、真冬の暖房は必要で
東区Ｏ様邸
すが、それ以外の季節は網戸にして換
気。そして、カギをかけた網戸のまま外 可愛くて、賢くて、穏やかなｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾘﾄﾘﾊﾞｰ
のこちゃんとﾏｲﾍﾟｰｽな愛猫にゃむちゃん
出。就寝も安心です。

設工中
お気に入りの
場所でお昼寝中
のにゃむちゃん

の安心・安全を考えられ、網戸を取付られ
ました。

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ･ｷｯﾁﾝ･和室内観予想図
２階からの日射を取り入れるためｵｰﾌﾟﾝ階段とし、
階段下にはﾃﾞｽｸｽﾍﾟｰｽ設けています。

和室内観予想図 ﾘﾋﾞﾝｸﾞとは腰かけて上がれる
よう段差をつけています。段差の下は収納とし
て利用できます。

※１：はるかぜの家とはhttp://www.lemon-house-setouchi.com/
エアコンを使用した床下冷暖房システムです。１階は温度バリアフリーで快適な生活ができます。
※２：レモンの家とは瀬戸内良質住宅研究会、レモンの家は広島、岩国の設計事務所・工務店が運営
する、瀬戸内の豊かな自然環境を活かし、高気密・高断熱住宅によって、化石燃料に頼らない低燃費
でヒートショックなどの健康リスクのない住宅の新築やリノベーションを提案、研究、開発する会で
す。 http://www.lemon-house-setouchi.com/
※３：UA値（外皮平均熱貫流率）とは、住宅の内部から床、外壁、屋根（天井）や開口部などを通過
して外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値です。 値が小さいほど熱が逃げにくく、省エネルギ
ー性能が高いことを示します。
※４：ηAC値（平均日射熱取得率）とは、 住宅に侵入する日射量を表す数値です。冷房期の指標です。
数値が小さいほど侵入する日射の量が少ないく、冷房効果が高くなります。
※５：断熱等性能等級とは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（通称：品確法）に基づく「住
宅性能表示制度」において、住宅の性能 表示項目として10項目が定められています。そのうち「5.
温熱環境・エネルギー消費量に関すること」で、冷暖房等に使用するエネルギー削減のための断熱・
日射・気密化などの対策の程度、また設備（冷暖房、換気、照明等）によるエネルギー消費量等を評
価し、「断熱等性能等級」で表します。
等級は省エネルギー基準に基づいており、住宅の品質確保の促進等に関する法律が一部改正され、
2022年4月1日より「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」が施行されました。
「断熱等性能等級5」は現時点で最高等級となります。

去勢が終わって一週
間カラー取付中のカ
イト君。風を感じての
んびり過ごしてね！

来客があった時のことを考慮し、目隠しができる
ように和室からﾘﾋﾞﾝｸﾞは３枚引戸で仕切れるよう
にしています。

※６：耐震等級とは、地震に対する建物の強度を示す指標のひとつです。住宅の性能表示
制度を定める「品確法」に沿って制定されたものです。建物の耐震性能によってランクが
3段階に分かれており、その数字が大きければ大きいほど、建物の耐震性能が高いため、
建物を建てたり買ったりする際の目安になります。耐震等級というのはそもそも、地震で
建物が崩壊しないよう、地震に対する構造躯体の倒壊・崩壊等のしにくさを表示したもの
です。
耐震等級1は、建築基準法で定められた、建物に備わっているべき最低限の耐震性能を満た
していることを示すもので、震度6強から7に相当する、数百年に一度起こる大地震に耐え
うる強度を持つように構造計算されています。
耐震等級2は、上で示した耐震等級1の1.25倍の倍率の耐震強度があることを示しています。
耐震等級3は、建築基準法で定められている耐震基準（耐震等級1）の1.5倍の耐震強度があ
ることを示しています。住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベルであ
り、災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署などは、その多くが耐震等級
3で建設されています。
※７：C値は家全体で隙間がどのくらいあるかを表した数値です。
隙間相当面積とも呼ばれ、隙間の合計面積（㎠）を建物の延べ床面積（㎡）で割って算出し
「㎠／㎡」という単位で表します。
たとえば隙間の合計が500㎠、延べ床面積が100㎡なら、500（㎠）÷100（㎡）で、
5（㎠／㎡）。隙間が小さいほど空気の出入りは少なくなりますから、数値が小さいほど気
密性が高いということになります。実際の建物を測定機により測定します。

南区Ｈ様邸

打合せ中、私の足
に体をくっつけて
ゴロン。本当に可
愛いです❣
のこちゃんの暖か
さを感じました。

防犯網戸で外出時も安心窓
開放。「本当にこれ、いいよね
ぇ」と網戸を触られながら嬉し
いコメントを奥様からいただき
ました。

この度、2枚追加で
購入していただいた
福山市Ｍ様邸の
シロちゃん

皆さんのお家が
どんどん快適に
なっていきます❕
いいネ❣
看板犬 ワイド君

西区Ｔ様邸
ｺｰｷﾞｰのブッキー君と猫のカイト
君がベランダに出ることなく安全
に、そして涼しい中で留守番がで
きるようにと設置されました。

網戸取付中、クンクン。
人が大好きなブッキーくん
取付け終了後、駆け寄って
きてくれました。ありがとう。

Hiroshima Map

網戸+日除けシェ
ードで快適にお留
守番している廿日
市市Ｔ様邸のくー
ちゃん。網戸の前
がお気に入り❣

安佐南区Ｔ様邸

愛犬と暮らしたい街

Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｍａｐ できました！

ﾐﾆﾁｭｱﾀﾞｯｸｽﾌﾝﾄﾞのえん君と
うめちゃんが気持ちよく留守番
できるようにと数ヶ所設置され
ました。

スズメ蜂の駆除

(Vol.1)

この度、広島県内の動物病院・保護施
設・ペットサロン・ドッグカフェ・しつけ教
室・ペットショップ・愛犬家住宅
計１４店舗が紹介されている地図がで
きました。
裏面は、ペットと安心・安全・快適な住
まいにオススメな商品が紹介されてい
ます。 同封資料をご覧ください♪

５月１４日(土)・１５日(日)に「広島市防災士養成講座」と「防災士資格取得試験」を受け、合格いたし
ました。
『防災』 と一言で言うのは簡単ですが、防ぐ災害の種類はたくさんあり、その一つ一つに対し命を
守るため行動を変える必要があります。 災害には、地震・津波・風水害・高潮・竜巻・雷・土砂災害・
火山噴火・火砕流・溶岩流などがあります。
防災士に期待される役割の一つ、情報発信をこれから少しずつしていこうと思います。
防災士講座で教わったことの中から、今回は、『地震』防災をお伝えします。 （松川晶）

地

今年は、シロアリ発生の連絡が多かったです。工事
費高額を防ぐためにも、早期発見、早期防蟻処置を
お薦めします。

◎南海トラフ巨大地震 Ｍ８～９程度 ３０年以内発生確率７０～８０％
［地震調査研究推進本部地震調査委員会より］

震

家具の転倒防止は出来ていますか？阪神・淡路大震災の時は明け方でほとんどの方が自宅で就寝中でした。
まずは、就寝中に被害に遭わないよう、寝室のタンスに転倒防止を取付けましょう。布団に横たわっ
た時に、就寝中に自分の周りに落ちてくるものはないか、チェックしてみましょう！

～７月・８月・９月のお休み ～

自助・・・自分の命は自分で守る！ できることから始めましょう！

日曜・祝日

住みよい住まいづくり 街づくり

7月9日・8月13日・15日・9月3日

※防災士養成講座・防災士にご興味がある方は、日本防災士機構（https://bousaisi.jp/）をご覧ください。

家の周りで 蜂 を見かけ
ることはありませんか？
もしかしたら、蜂の巣が出来てい
るのかもしれません。
ほっておくと、巣は大きくなるし、
蜂は狂暴になるそうです。
家の周りで蜂を見つけたら、要注
意です。

※許可なくこの記事の転載・コピーを禁止します

地
●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

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：e-sumai@matsukawa-k.com
https://www.matsukawa-k.com
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同居するので、実家の内装をリフォーム！vol.2

● ４月２３日・２４日 「 ＤＯＧ ＧＲｅｅＴＩＮＧ⑥ 」 in ＬＥＣＴ に参加しました ●

安芸郡Ｍ様邸

前回、春号に水廻り工事を紹介しましたＭ様邸。今回は部屋の改装工事を紹介します。
寝室用に８畳の和室を洋室に変え、隣接する８畳洋間との壁を一部取り除き、そのまま行き来できるようにしました。

before洋室

before和室

【昔ながらの８畳の洋室が、オシャレなリビングに変身！】
壁１面のみ、デニム模様の壁紙を貼りました。 ブルーが引き立って、とてもかっ
こいいです。
向かい面のクローゼットの奥壁にもデザイン違いの壁紙を貼りました。扉が開
けっ放しでもおかしくなく、一体感が出て、部屋の一部のように感じます。
さりげないこだわりです。
見た目、ビックリな色ですが、落ち着く色なんです。
いつもここでくつろいでいらっしゃるそうです。

after押入

after ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

【８畳の和室は、寝室に変身！】
この部屋も、壁１面のみ、ラベンダー色の壁
紙を貼りました。
寝室には淡い色を持ってくるとぐっすり眠れ
そうですね。
押入・仏間・床の間があった面はクローゼット
と、一部壁を取り除き、両室を行き来出るよう
にしました。
もともと日当たりがいいお部屋だったのです
が、壁色が変わっただけで、もっと明るくなり
ました。

after

after寝室

待て大会

今回は、破れない網戸、滑りにくいカーペット、ペットオリジナルグッズに加えて、ペット専用バ
スタブ と除菌・防臭効果のナチュラル銀イオン水も
展示しました。
今回６回目となるこのイベントになりますが、これまでに破れない
網戸、滑らないカーペット、ペットグッズをご購入いただいたお客
様の再来店や毎回、写真撮影を楽しみに来られるお客様など
知り合いが少しずつ増えてきました。
また２日間でたくさんの犬種のわんちゃんたちを見ることができました。チワワ、トイプードル、フレンチ
ブルドッグなどの小中型犬だけでなく、ゴールデンリトリバー、ボルゾイ、ラブラドゥードル、ハスキー、
スタンダードプードル、バーニーズなど大型犬も回を重ねるたび、多くなってます。同じ犬種が集まると
見ごたえあります。あと、ねこちゃん、ミーアキャット、うさぎなども遊びに来てくれました。ペットたちを
見に来るだけでも楽しいですよ。
爪切りコーナー
苦手な方はこの機会にどう
ですか？

今回初出店のドッグ
マッサージ
お家でも簡単にでき
るほぐし方を教えてく
れました❣

展示していたLOBOFLORで
どうです？このくつろぎ様。

待て大会

トイプードルとうさちゃんは
喧嘩することなく仲良くです

before和室

after

after

afterｸﾛｰｾﾞｯﾄ
before洋室

after

クローゼットの扉は、引違い開閉したり、折れ戸開閉したり
できる万能扉です。クローゼットの中もラベンダー色の壁
紙を貼りました。

災害救助犬によるデモンストレー
ションは、毎回、人気です★

このイベントが縁で結構、網戸やカーペットの認知度は上がってきました。
が、ペット住宅をプロデュースしている 「 ＰＥＴ ＬＩＶＩＮＧ 」 としてはまだまだ
なので、これからはペット住宅も宣伝していこうと思っています。
晴天でなかったにもかかわらず、両日で６，０００人もの来場客がありました。
●次回は、秋に開催予です。

after

以前あったタンスは廃棄して、パイプ付のクローゼットハンガー棚を置くことで
大容量の収納スペース確保だけでなく、部屋全体の統一感も出ました。
ここには、カープのユニフォームなど家族趣味のものを収納されるそうです。

珍しいミーアキャットの
お客様。おとなしいです。

毎回、パパの肩に乗って
登場してくれます。

ペット専用バスタブ。
実際に入ってもらいました。

ペットとの楽しい暮らしを考えた住まいＰＡＷｓ Ｓｔｙｌｅ(パウズ スタイル)
松川建設（ＰＥＴＬＩＶＩＮＧ）は、愛犬家住宅の加盟店で、ＰＡＷｓ Ｓｔｙｌｅを取り扱っております。
ご興味がある方は、同封しておりますＡ３チラシをご覧ください。

after

● ５月３日は、地域動物コミュニケーションＣＤＣ主催「わんにゃんフェスティバル」に参加しました ●

タッチレス蛇口一体型浄水器ＬＣ受注停止中です
前回の瓦版に、タカギのタッチレス蛇口一体型浄水器のチラシを同封しておりましたが、ご覧いただきました
でしょうか？ 今年の４月に発売開始のセンサー付き『 ＬＣ 』ですが、発売前から予約が殺到し、発売してから
も大好評で発売から３ヶ月経った現在、受注停止となっております。 センサー付きでない『 ＬＣ 』、または
タッチレスでない蛇口は購入可能です。

takagi
センサー無し
「ＬＣ」
¥46,000円 (工事費別途要)

今まで、お店で買っていた飲み水。 これからは、家のキッチン蛇口から出る
お水を飲んでもい～いんです
廿日市市Ｔ様邸
今まで、飲むお水を購入されていたＴ様から、「一つの蛇口から原水と浄水が出るも
のを探していたからぜひ、付けたい！」とすぐに連絡がありました。 連絡当初はタッチ
レスの『 ＬＣ 』 を付けたいとのことでしたが、シンク周りを歩くねこちゃんにセンサーが before
反応しないか悩まれていました。
調べると、センサーは、よっぽど近づかないと反応しません。が、熱に反応するため
人間の手だけでなく、ペットの体温にも近づくと反応することがあります。また、すぐに
流水が止まればいいのですが、自動で止まるまでには、約５分かかるだそうです。
人気機種
「ＬＳ」
５分間も水が流れっぱなしなんて、それは困ります
そんなアクシデントを防ぐため
¥36,000円
(工事費別途要)
に止水レバーがあります。外出前に、レバーを「止め」に回しておけば何かに反応して ブラックもあります
水が流れ出すことはありません。
さて、Ｔ様ですが、数種類のサンプルを見比べられて、最終的にタッチレスではなく、同じ時期に
発売されたシンプルスリムデザイン 『 ＬＳ 』 を選ばれました。 今までの蛇口からスリムになり、
スタイリッシュで、かっこいいです！ハンドシャワーも付いて掃除にも便利です。浄水カートリッジ
は定期的にご自宅へ届けられます。 交換は、約1時間！簡単工事でキッチン水栓が便利に

「ペットと安心・安全・快適に暮らすための戸建て６プラン」
ペット愛好家のニーズに幅広く対応します。

after

この団体は、全国の保護犬猫団体とつながっていて、１日だけのイベントにも関わらず、神奈川県や熊本県からスタッフが
お手伝いに来られていました。それもその地域で保護されたねこちゃん、わんちゃんたちと一緒に。神奈川方面からは数頭
のトイプードルも。そのことを知ってか、山奥の会場にもかかわらず１１時オープン前から車の行列が
急遽、前倒
しオープンになりましたが、譲渡ブースはすぐに人だかり❕有名なキッチンカーなども数台来ていたし、珍しい車の展示会が
あったので、家族連れが多かったです。
この日は、ＴＳＳの取材クルーも来ていて、夕方のニュースで流れました。https://www.fnn.jp/articles/-/355563
愛ある新しい家族のもとへ行けたらいいなと願います。「飼いたいんだけど、私の方が看てもらわな
いといけないからね～」とつぶやきながら手押し車押して去っていったおばあちゃんには笑いました。
でも、このおばあちゃんは状況をよくわかっていらっしゃいます。飼うことが難しくなったら、自分でペ
ットの後継者を見つけないといけませんから
譲渡会に参加すると、勉強になります。

ｼﾝｸ全体に届くｼｬﾜｰ

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ交換も簡単

珍しい車

こちらの会場は、安佐北区 ㈱研創
安佐北区以外にお住まいの方には
ちょっとしたドライブに持って来いの
場所です！

譲渡会会場

スタンダードプードル看板犬

譲渡会会場

●次回は、秋に
開催予定です。

※許可なくこの記事の転載・コピーを禁止します

地
●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

