イベント 情 報!
リフォーム完成見学会のご案内です
こんにちは！宮本組の宮本です。
昨年からインフルエンザが流行していましたね。3月とはいえ、まだまだ空気が
冷たく乾燥するこの季節は風邪などの感染症はもちろん、さまざまな体の不調
を訴える人が少なくありません。季節の変わり目のこの時期、体調管理にはよ
り一層気をつけたいですね。
ところで、私を含めて日頃から健康に関心のある人たちの間で注目を集めて
いるのが『ミドリムシ』。『ユーグレナ』とも呼ばれ、数年前から『緑汁』など静か
なブームとなっていました。（私も飲んでいます！）
近年はポテトチップスやアイスクリーム、スープやカレーなど、さまざまな食品
の材料として使われていて、店頭でもユーグレナの文字を多く見かけるように
なりました。ミドリムシと聞くと口にするのをためらってしまう人もいるかもしれま
せんが、ユーグレナは昆布やわかめと同じ藻の仲間で、現代人に不足しがち
なビタミンやミネラル、アミノ酸やＤＨＡといったたくさんの栄養素を含んでいま
す。藻でありながらも動物と同じように移動する性質があり、植物性と動物性
の栄養素を併せ持った驚きの生き物なのです！！
ユーグレナの豊富な栄養素は体内で消化されやすく、また、油分などを吸着す
るはたらきがあり、食物繊維同様お腹の中をスッキリさせる効果もあるといい
ます。
さらに、食品だけではなく化石燃料の代替燃料としても期待されていて、その
可能性はどんどん広がっています。
健康のためにはバランスの取れた食事が何より大切ですが、気になる人は早
速チェックしてみてもいいかもしれませんね。

今週の３月７日（土）・８日（日）両日、彦根市野田山
町にて、『リフォーム完成見学会』を開催いたします。
現在、施工中ですが、まもなく完成です!!
昔ながらの、伝統的な間取りの縁側や座敷等がある立派
なお家ですが、生活動線を改善したいとのご要望を受け、
今回リフォームを施工させて頂くことになりました。
生活空間の間取りを大きく変更して、ご家族全員が快適
に過ごせるよう工夫を凝らしました。解体した床材や柱の
再利用、今まで置き場に困っていた家具もプランに反映さ
せて、慣れ親しんだ今までのままの家に、新しい価値感を
ふんだんに吹き込んだ、仕様に仕上がりました。
ぜひ、お越しくださいます様、お待ちしております。
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★ 陽あたりの良い南東の角地です
長浜市室町
長浜南小学校・長浜南中学校区
【価 格】 12,475,200円(坪単価230,000円)
【面 積】 179.30㎡（54.24坪）

★ ゆったり大きめの土地です
長浜市四ツ塚町
長浜小学校・長浜西中学校区
【価 格】 20,517,300円(坪単価270,000円)
【面 積】 251.20㎡（75.99坪）

詳しくは、私たちまで
お問い合わせ下さい！

発行日
2015年 3月 3日
発行人 エムズ通信編集部
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丸岡

新築完成見学会を開催致しました
去る、１月１７日（土）・１８日（日）両日、長浜市地
福寺町にて『新築完成見学会』を開催し、多数のご来場者
様をお迎えして大盛況で無事終えることができました。
外観は、外壁にダーク色の塗壁を採用してホワイトサッ
シで引き締めることにより、落ち着きある雰囲気の家に仕
上がりました。内観は、キッチン前の腰壁にデザインタイ
ルを貼り、シンプルな空間にアクセントを付けています。
また、玄関横の納戸や階段下収納など、空間を無駄にする
ことなく隅々まで活かす工夫も忘れていません。
構造は、弊社オリジナルパネルの２Ｘ４工法ですので、
『広くて、丈夫で、暖かな家』を実現しております。

竹村

お客様専用ダイヤル

0120-939-941
編 集 部 だ よ り

暖かい日もあれば、まだ寒い日もあ
る、そんな３月に入りましたね。
3月は、ひな祭りや卒業式があり、下
旬からはお花見の時期になります。
お昼に見る桜も良いですが、夜桜の
ライトアップも綺麗です。弊社近く
だと、長浜城の豊公園や彦根城でさ
れています。皆さんも夜桜を見に行
かれてはいかがでしょうか。
花より団子を脱却か…？大野でした。

（丸岡・竹村）

株式会社 宮 本 組
〒526-0033 滋賀県長浜市平方町837
TEL：0749-62-6874 FAX：0749-62-6900
【E-mail】info@miyamoto-gumi.com
【 H P 】http://www.miyamoto-gumi.com
特定建設業
滋賀県知事（特-22）第60812号
宅地建物取引業 滋賀県知事（5）第2489号
日本住宅保所検査機構登録 A5200460

お客様専用ダイヤル

0120-939-941
宮本組

検索

● 知らないと損する「住宅マネーシミュレーションサービス（無料）」
● 「エコ地盤改良」で安心安全+エコな家づくり
● 建てた後も安心できる書類管理「住宅履歴サービス」

宮本組
公式サイト
家づくりに
役立つ
情報満載！
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かこ

みらい ♪

春を感じながらも、まだまだ肌寒いですね。
２０代の頃、いくら寒くても絶対お世話にならな
いと拒否していたパッチ＆肌着もここ数年は、必
須アイテムとして大活躍いただいております。
代表名ヒ○ト○ックは、よく耳にしますがその
類似品の中でも特に高性能でびっくりしたのが、
インナーウェアーだけで、エベレストの山頂？で
も寒くないという画期的な商品まであるそうです。
その発熱素材は今年の干支『羊』の毛(ウール)
です。無知な私は、知りませんでしたが羊毛は、
水に濡らして揉むと発熱するんですね。しかも、
その温度は、４０度以上にもなるようです。
濡らして揉むとは…水で濡れた服が密着した体を
もみもみする ﾑﾌﾌ な想像をしてはいませんよ!!
実は、肌を乾燥から守るために常時、汗が出て
いて、その僅かな発汗作用でも、発熱反応が起こ
るよう工夫されている素材です。
今後も天然素材と人工素材の丁
度良いバランスで、新商品の開発
を期待しています。しかし、地球
温暖化がこのまま進むと日本の冬
が無くなって、この時期の喜び、
『もふもふ感やふわふわ感』を楽しめ
なくなりますよね。それを阻止す
る為にも、少しでも省エネでエコ
な生活を心がけたいものです。

主に設計・積算 時々営業
たまーに現場を担当している 堀江です。
今回は、省エネ住宅エコポイントの講習に
行ってきました。対象の住宅は、新築、リ
フォーム、完成済新築住宅の購入で基本的
に持家、借家の場合はリフォームのみ対応
します。対象住宅の性能要件は、新築住宅
はトップランナー基準相当。リフォームは、
①窓の断熱改修②外壁、屋根･天井、床の
断熱改修（部分断熱可）③設備エコ改修
（エコ住宅設備３種類以上）+④①～③の
いずれかに併せて実施する工事（バリアフ
リー改修、エコ住宅設備設置、リフォーム
瑕疵担保保険への加入、耐震改修）+⑤既存
住宅購入を伴う場合のポイント加算です。
前回は、窓を入れ替えと高断熱浴槽と設備
のセットでしたが、今回はエコ設備３種類
以上で対応が可能です。たとえば、高断熱
浴槽+節湯水洗+高効率給湯機
のお風呂廻りでポイントが、
発行されます。平成26年12月
27日以降の契約で、着工･着手
が平成26年12月27日から平成
28年3月31日まで。工事の完了
は、平成26年度補正予算成立
日以降になります。
リフォームをお考えの方は、
当社までご相談ください。

青木でした。

早 春 到 来 ！

数字の３は「早起きは三文の徳」や「三
日坊主」など、ことわざや慣用句に多様さ
れています。
知っておられる方も多いと思いますが、
仕事のできる人は３の数字を使った法則を
うまく利用しています。
３は複数形の奇数の中でもっとも小さな
数字です。事例や企画を提示する場合１つ、
２つでは物足りなく感じ、何も考えていな
いと思われがちです。また、人は４つ以上
の数字を漠然と「多い」と感じやすい性質
があり、４項目以上になると「多い」「そ
の他大勢」のくくりになってしまいます。
説明する際にも「今回、自分が説明する
内容は３点ある」ということを伝えると、
相手は最初から安心して話を聞いてくれま
す。話す相手が聞く前から心
理的に整理ができる項目が３
項目です。２つしかなければ
分けてでも１つ増やして、４
つ以上なら思い切って３つに
まとめると相手に対してスム
ーズに説得できるようになる
と思います。
一度試してみてください。

はじめまして、こんにちは。年明けより
宮本組の一員になりました横山です。
お初なので早速ですが、自己紹介をさせて
頂きます。
横山正樹（よこやま まさき）
１９７５年（昭和５０年）７月１０日生まれ
２０１５年（平成２７年）１月５日入社
技術部門 工務課に配属され日々鍛錬、修業
している毎日です（笑）
さて入社して２ヶ月程経ち、やっと仲間に
なりつつあるかなと感じております☺
今年で中年オヤジとされる４０歳になり
ますが子供は４歳の女の子の一児のお父さ
んをしております。
「子供に好かれるお父さんになりたい…！」
を目標にかっこいい中年オヤジを目指して
いるのでみなさん温かい目
で見守りください。

磯崎

ヨシ ノブ

吉伸

大きな手間やお金をかけずに、普段のなにげない生活をちょっと見直すだけでも防災対策はできます。
そんな暮らしの工夫をいくつかご紹介しましょう。

かしこく備えて、かしこく循環

バスタブに水をはって循環防災水

缶詰、レトルトなど保存食は少し多め
に。日持ちするパンなどを普通食とし
て「循環備蓄」するのもおすすめです。
また洗い水やゴミが少なくて済む
「ラップ巻き食器」用に、多めにラッ
プをストックするのも知恵です。

常にバスタブに水をはっておけば２００ℓの防災
水になります。お風呂の残り湯を防災水として溜
めておけば、洗濯水として使え、循環させること
ができます。
朝に水をはり、昼の気温上昇で温度を上げ、夜に
追い炊きすれば、ふだんのエコにも。

家具の配置も防災のひとつ

説得力が増す 魔法の数字３

イソ ザキ

お金をかけずに防災対策

この先、みなさんの夢を
少しでも手伝えるよう精一
杯がんばりますので、今後
ともよろしくお願い致しま
す。
ヨ コ

ヤ マ

マ

サ

キ

横山 正樹

本棚など大きな家具の方向や位置、棚を備え付ける
場所にも工夫を。地震の時、家具が倒れたり、物が
落ちてきても身体を直撃しないよう、また出入り口を
塞がないよう安全を考えた配慮を心がけましょう。
新築をするなら、収納を壁に作り付けにするのが理
想的です。見た目にもスッキリしてより快適で安全な
住まいづくりができます。

オススメ商品

タスボックス

壁付け収納で安心プラスを
空間をデザイ
ンする収納、
タスボックス。
壁付けのシス
テム収納なら、
大きな地震の
際も倒れるリ
スクを低減で
きて安心です。
また、木目が
美しく飽きの
こないデザイ
ン。暮らしの
変化に対応で
きます。

耐震ロック--------キャビネットが揺れると、
フックが自動的にロック。
収納物の飛び出しや、落下
を防ぎます。
※プッシュオープンありの
場合と、アルミ扉には
取付できません。
※キャビネットの設置状況
・収納物、振動の状況や
種類により性能を十分に
発揮できない場合があり
ます。

