
■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

住まいの瓦版 秋号
2021年141号

～ ８月・９月・１０月のお休み～
日曜・祝日
8月12日～14日・9月4日・10月9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

はるくん & とわくん
外出から帰って来たはるくんと
とわくんも床の違いに気づいた
ようで、すぐに走り回っていたそ
うです。肌触りも気持ちもいいので、
はるくんは、へそ天だったそうです。

部屋全体に敷かれた
Ｎ様邸

木目調なので、見た目変わら
ないかもしれませんが歩き心
地は違います！

今年４月のＬＥＣＴ広島イベント
２日間で約６０００人来場され
ました。

ペットにやさしいカーペット大好評！ ペットたちも大好きです❣

毎日、猛暑日が続いて、クーラー部屋から出たくないですね。
人間でもとても暑いと感じるここ最近の夏ですが、ワンちゃん
たちペットも一緒です。
夕方５時のアスファルト道路をサーモグラフィーカメラで計っ
てみました。なんと！ ５２℃！夕方５時でも高温です
そんな道路の上をワンちゃんたちは歩くのです！
考えてみてください！！ 私たちがもし、裸足で５２℃の上を
歩くとしたら・・・
どうぜ行くならなら、ワンちゃんに喜んでもらえる散歩をしま
しょう！地面の温度が低い早朝か、日が落ちてからがいい
ですね

保護猫ジジくんは、

敷くと同時に横になり、
スリスリ、ゴロゴロ。
今ではお気に入り
の場所です。

設置される理由として、やはり網戸に鍵がかかることが一番大きい
です。
日中、締めきっていると、外から玄関ドアを開けたとき、家の
中から熱風が押し寄せてきませんか？たまに網戸のまま出
かけるのですがその時は、モワッとした空気はあまり感じま
せん。空気が外に出る場所が1ヶ所でもあれば違うのです。

破れない網戸の良さが浸透してきたのか、最近は、一ヶ所
だけなく、数ヶ所設置のお客様が増えました。 数ヶ所設置の
お客様の中には、防犯に加え、お家で留守番しているペット
たちのためにという方が増えています。あの熱風が充満して
いる家で留守番していると思うと可哀想ですよね。ペットも
熱中症になるんです。 これからも皆さんのため、ペットのため
になる網戸となってほしいです。

４匹の猫ちゃんた
ちと一緒に生活さ
れている西区 Ｎ様

気持ちよく
お昼寝中ZZZ

猫のアンちゃんが涼しく
過ごせるようにと設置さ
れた海田町Ｋ様

フレンチブルのルルちゃんのために
３枚設置された安芸区 Ｈ様

「梅雨が明けました」とTVが言った先から雨が降った今年その後も降ったり
止んだりの連続でしたね。海田町ではアンダーパスが大雨で冠水し、通行
止めになるほどでした。雨降る量も場所も角度もこれまでとは違いますね。
「雨漏りした！」との電話がたくさん掛かってきました。

調べてみると、雨風の力で瓦が少しズレたことによるもの、
庇や壁面から部屋に浸水してきたものなどでした。

ここ最近は、連続、猛暑日が続き、暑さに参っていますが、今一度、屋根や外壁に注目をされては
いかがでしょうか？ 雨漏りしてきたらもう遅い！雨が止むまで修理はできません！
もし、雨漏りを見つけたら家の中から動画や写真を撮ってくださると修理の時に分かりやすいです。

ゲリラ豪雨発生回数、去年より上回る予想と発表されました。 (2021年7月20日中国新聞より)
突発的かつ局地的に激しい雨や落雷をもたらす「ゲリラ豪雨」について、今年の７月～９月
の広島は、発生回数が約２１００回と予想されています。
発生のピークは８月中旬から下旬と見込まれています。引き続き、土砂災害や浸水害、
河川の増水にも注意したいですね。

7月8日海田大正町にあるアンダーパスの様子

ＬＯＢＯ ＦＬＯＲ(ﾛﾎﾞﾌﾛｱｰ)
のチラシを同封していま
す。

気になるお手入れの仕
方も書いてあります。

＜予告１＞
９月のいぬ・ねこ譲渡会が開催！
９月５日(日) １０：３０～１５：３０

場所：マリーナホップ
＜予告２＞
ＤＯＧ ＧＲｅｅTINGが開催予定！
１０月９日(土)・１０日(日) １０：００～１６：００

場所：ＬＥＣＴ広島 平面駐車場

網戸枠は８色ご用意
①サンシルバー
②マットシルバー
③シルバー
④アーバングレー
⑤ダークブロンズ
⑥ブラック
⑦ブロンズ
⑧ホワイト

これまでのイベントには、

大中小型犬のワンちゃんだけでなく、
ねこちゃん、うさぎちゃん、ヤギさんも
遊びにきてくれました。

破れない網戸、ロボフロアー、オリジナルオーダー
グッズのサンプルを持って出店します。

ご家族皆様で遊びに来て下さい。 ご自慢のペットも入場可能
ですよ♪
注；）ペット入場には条件事項がございます。

こつぶちゃん(ﾁﾜﾜ)、
ちよこちゃん(ｱﾒﾘｶﾝｼｮｰﾄﾍｱ)、
ポーくん(ｴｷｿﾞﾁｯｸｼｮｰﾄﾍｱ)、
うりちゃん(保護猫)のために
１Ｆと２Ｆに設置された
安芸区Ｈ様。

before after

４月のＬＥＣＴ広島のペットイベントから販売した「ロボフロアー」
ですが、これまでに４件もの注文がありました。

ペットの足に負担をかけないフロアーマット。部屋いっぱいに
敷く全面敷き込みタイプと 家具は移動させず一部のスペース
に敷く部分敷きタイプの２タイプあります。

「元気に走り回っても滑らないので安心。抜け毛も舞い上がら
ないし、汚れてもゴシゴシ洗えるので快適！」
と佐伯区 Ｎ様。

全面敷き込みタイプ

部分敷きタイプ

３匹の猫たちも大喜びの
ステキなキャットウォーク
上から、ちよこちゃん、
うりちゃん、ポーくんです。

after

after

after

金網は２色ご用意
①シルバー
②ブラック
家の中から外の眺めがいいのはブラックです。

地面に手のひらをつけ 『手の
ひら確認』 が必要です✋

設置後、早速ガリガリ。
でも破れません！

※10月23日(土)へ

※10月30日(土)・31日(日)へ

e-sum_000
テキスト ボックス
※許可なくこの記事の転載・ｺﾋﾟｰを禁止します。



■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 )

フェア・キャンペーンのお知らせ
※チラシをご希望の方は松川建設までご連絡ください。
● ㈱スガノ
８月２１日 「住まいお宝発見フェア」 in ｳｯﾄﾞﾜﾝﾌﾟﾗｻﾞ広島(廿日市)
住まいづくりのヒントが見つかるかも！

● 小田億ファインズから
８月２８日～９月６日 ＴＨＥ ＢＥＤ博
小田億ﾌｧｲﾝｽﾞ横川本店、廿日市店同時開催
９月１８日～２６日
 カリモク家具特別販売会 ﾌｫﾚｵ広島東

注；両フェアとも招待状が必要です
詳細は、松川建設まで

● Ｔａｋａｒａ ｓｔａｎｄａｒｄ（タカラスタンダード）
８月３１日まで 水まわり住宅応援キャンペーン
ショールームに行くだけで記念品プレゼント

ペットオリジナルグッズ サマーセール開催中！ ９月３０日までのご注文まで

前回の瓦版でご案内しましたオリジナルオーダーグッズの中から、この度、サマーセールを開催します。
ぜひ、この期間中にご購入されては、いかがでしょうか？
今回のセール対象商品は、グッズの中でも売れ筋商品のものです。

１．迷子札・・・色、サイズ、形、金具を選ぶ事ができます。
２．鏡・・・動物のシルエット型に切り抜いた鏡に名前やメッセージが入れられます。
※注文確認、お支払い確認ができてからの製作のため、お届けまでに約２週間かかります。

※同封資料の中に
申込書がございます

社長！！【 乾太くん 】がほしいです！ 洗濯後の乾燥ストレス フリー

我が家は雨に備えて窓が開けられず部屋干しの洗濯物と湿度で毎日帰宅するとムシムシ
ここにあの【 乾太くん 】があったら・・・と何度思ったことか。コインランドリーを使われる方も
いらっしゃいますが、乾燥までにかける時間と料金がもったいない！乾太くんは、コインランドリー
よりもお得で家事や睡眠している間に洗濯物が乾くんです。

マルチファンクションライト２

・10畳まで対応
・98,000円(税別)
・500円QUOｶｰﾄﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

（9/30注文まで）

・太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ
W1775☓H35×D1038㎜
W1430×H35×D1038㎜

・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ蓄電ｼｽﾃﾑ
ﾊｲﾊﾟﾜｰ最大5.5kVA
大容量最大14.08kWh

(蓄電ｼｽﾃﾑ2台設置の場合）

・長寿命12,000ｻｲｸﾙ

Ｅシリーズ

★地域最大級の無垢商材展示場！
★補助事業の活用でおトクな住まいづくり！
★なっとくの住宅性能比較と体験！
★メンテナンス～リフォームのポイント！
★With コロナ時代の新しい暮らし方！

9社以上の展示

実際に寝転がって
体験してください

国内生産にこだわっ
ているカリモク家具

【サティス G】

先進の清潔・快適機能
を搭載したタンクレス

クリナップハイクラス
キッチン
CENTROまたはSTEDIA
システムバス
AQULIA-BATH

500㎖ 1本 2,200円（税込）
で販売しています。

コロナ流行で私たち手洗い意識が大きく変わりました。TOTOﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾚﾎﾟｰﾄVol.18 によると、
公衆トイレでの手洗いについて、しっかり洗うが55％→81％、石けんを使う54％→77％ に増加！
加えて、自動蛇口水栓、自動水石けんのニーズも高まっているようで ウィルス対策を意識した丁寧
な手洗いが定着しているようです。

蛇口などに触れることで、ウィルス感染すると聞いたことがあり、人が触ったものは極力触れず、スー
パーでも足踏み消毒液を使うようにしてます。 最近は、お店に入る都度、車に乗る都度、消毒する癖
がつきました。 お店によっては、出てくるジェルの量が多くてヌルっとしたり、ニオイがきつかったり、
数店舗行くなら、いろんな消毒液で消毒します。 手の皮膚にとっていいことではありません。
なので、私は、マイ消毒液を携帯しています。 少々、めんどくさいですが、気になった時、いつでもど
こでもシュッと消毒できます。 弊社がお勧めしている 「ナチュラル銀イオン水」 の成分は水なので、手
が荒れる心配も、ヌルっと感じることもありません。常に手は清潔にして、コロナ感染を防ぎましょう！
※小容器を別で購入し、詰め替えすれば、携帯用として持ち歩けます。

何をしても絵になる
エルドレッドくん

看板犬のワイドくん
こんなにくつろぐ姿みたことない！

福山在住の
チワワ
ハニーちゃん

495円 80㎜ 600円 120㎜

40㎜

床はもちろんロボフロアー

キリン木材㈱ さん主催のオススメ商品説明会に行ってきました

最近の売れ筋の電化製品等の紹介でしたが、その中でぜひ、皆様にオススメしたい製品が
ありましたので、ここで紹介いたします。

１．ＳＯＮＹ マルチファンクションライト２
①照 明 外から帰宅前にリビングの照明をつけることで、暗い部屋に入ることを回避。

また、声で明るさを調節できるので、料理しつつ、掃除しつつ操作できます。

②警 戒 天井から人感センサーで留守宅を見守ります。

センサーが検知すると光と音で威嚇し、３０秒間録音し、メールで通知してくれます。

③伝 言 アプリにボイスメッセージを録音しておくと、あなたに代わってメッセージがしゃべってくれます。

例えば、学校から帰って来た子供に「おかえり」や「〇時に帰るね」などの伝言が可能です。

④よびかけ マルチファンクションライト同士なら会話も可能です。

例えば、リビングと子ども部屋にこのライトを付ければ、子供部屋に行かなくても、リビングから会話ができます。

⑤タイマー 音楽と照明で起床と就寝。 目覚ましとして使うならば、起き上がるまで音が止まりません。

⑥エアコン 外出先からでも、スマホで操作可能。

⑦音 楽 Bluetooth接続でスマホに入っている音楽を天井スピーカーから聞くことができます。

⑧テ レ ビ チャンネルリモコンを使わなくても、スマホからでも操作可能。

⑨モニタリング 温度、湿度、明るさの変化を２４時間分見ることができます。
※ご利用には、インターネット回線と無線ＬＡＮ環境が必要です。
※音声操作には、Amazon echoもしくは、Google Home が別途必要です。 他、いくつか条件があります。

２．太陽光発電システム
２０５０年カーボンニュートラル実現に向けて経済産業省、国土交通省、環境省が連携し、住宅の省エネ・
省ＣＯ2化の取り組みがスタートします。 環境保全のために自分たちができることとして、

①ごみの減量と分別があります。回収された家庭ゴミを焼却炉で燃やすことにより、二酸化炭素が発生して
いますが、燃やすゴミ量が減れば、二酸化炭素排出量も減少できます。また、資源ゴミと分別することにより、
リサイクルし、燃やす必要のないものの二酸化炭素排出量が抑えられます。

②大きく貢献できる一つに、「太陽光発電」があります。太陽光発電など再生可能エネルギーは、温室効果
ガスを出さず発電できるので地球温暖化対策に貢献できます。

シーツや毛布などの大物も天気を気にすることなく乾燥できます。地球の気候変動がいちじるしい昨今、毎年こんなこと
が続きそうな予感がしています。 花粉症やＰＭ２．５も気になるし、一家に一台【 乾太くん 】が当たり前になりそうな気がし
ている事務のＨです。 全国でバカ売れしている【 乾太くん 】、我が家にもほしいです（社長ー！）
靴の乾燥、スーツの脱臭ができるタイプもあります。 皆さん、いかがですか？

ペットレスキュー マグネット 販売中！

災害時に家に残されたペットの救助依頼用にこの度、レスキューマグネットが販売されました。
日頃から目立つところにに貼っておけば、ペットがいることを周囲に知らせることもでき、いざとい
う時に保護をアピールできるスグレモノ。マグネットなので、金属製扉、ポストなどに設置可能です。
防水加工されていますので、記入の際は、
油性マジックをお使いください。

※大中小３枚ｾｯﾄ990円もございます。

プレゼントデザインさん https://pleasant-design.com/
設計・監理の「三迫の家」を弊社で施工しています。
7月31日に棟上げをしました。
耐震・省エネ・維持管理性・健康性・耐久性・
メンテナンス性にすぐれた長期優良認定住宅です。

レモンの家 を建てています

次亜塩素酸ナトリウム製の食毒液で、手荒れされる方、必見！

手荒れしない消毒液 ナチュラル銀イオン水 好評発売中！ リピーターも増えてます♪

モデル犬 デビュー

我が社の看板犬ワイドくんがLOBO FLOR（ﾛﾎﾞﾌﾛｱｰ）の
パンフレットのモデルになりました。
お友達のエルドレッドくん、ハニーちゃんも一緒です。
撮影は福山にあるあけぼのスタジオさん。
ご自身も保護犬２頭と暮らされているカメラマンさん。
だから動物の撮影は慣れたものです。
わんこたちの楽しそうな瞬間をうまく写真に写してくださいました。

置場は洗濯機の上でなく、横に
並べても、別場所でも置けます。

http://www.lemon-house-setouchi.com/

主な仕様
・耐震等級３(制震装置取付)
・省エネ性能 UA値0.25、ηAC値1.3
・島根県産無垢材を構造材に使用
・内部床は無垢材、壁・天井は天然塗料使用
・屋根はガルバリウム鋼板を使ったタテハゼ葺き
・太陽光発電を設置
・外壁は高千穂のシラスを使った塗り壁
・外部の木材も天然塗料を使用

お客様のライフスタイルのこだわりも盛り込まれています。
工事内容は次号以降で順次お伝えします。

【スパージュ】
湯を、愉しむ。
時を味わう。● ＬＩＸＩＬ（リクシル）

８月３１日まで キッチン 【リシェル(RICHELLE)】・
洗面台 【ルミシス(LUMISIS)】  キャンペーン
最近のキッチンと洗面台の蛇口はタッチレス!!
ご成約特典有
１０月３１日まで システムバス 【スパージュ】
10年先までサポートキャンペーン

長期保証プラン 税込¥24,200 が無料！
保証対象の修理は何度でもOK！
出張費・技術料・部品代が無料！！
24時間365日専用ダイヤルでいつでも電話対応！
１１月３１日まで タンクレストイレ 【サティス】
 20周年キャンペーン
電子ギフトカード¥5,000円分プレゼント

● クリナップ
９月１日～１２月２７日 イエナカ充実 キャンペーン
キッチン + システムバスセット見積でプレゼント

● 台所・洗面台蛇口の ｔａｋａｇｉ（タカギ）
１０月３１日まで みず工房 キャンペーン
タカギ蛇口一体型浄水器購入で、プレゼント

440円
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※許可なくこの記事の転載・コピーを禁止します。


