
2018 年 7 月号

家づくりをきっかけに  『体と心がよろこぶ暮らし』  を考える建設・不動産会社です

しゅんたろう
＆

するりん

～　家づくりをきっかけに「体と心がよろこぶ暮らし」を考える　～

〒131 - 0033　東京都墨田区向島 1 - 24 - 16 - 1 階
 https://www.surugaya-life.jp　 info@surugaya-life.jp 0120-124-029

自然素材の 注文住宅 リフォーム 不動産 創業１６５７年 株式会社
いーにほん　おーがにっく

【 エアコンの清掃をして夏を快適に過ごしましょう 】

エアコン掃除は
ちょっと面倒くさい
と思いますが、
放おっておくと
危険ですよ！

現場担当者が教える！ 住まいの

自然素材 施工事例
素敵なお宅を施工させていただきました！

　7月に入りエアコンを使用する頻度も多くなると思います。
自宅のエアコンはホコリまみれでカビだらけではないですか？エアコンを動かしたときに嫌な
臭いを感じたらクリーニングのサインです。しっかり掃除をしてからの使用をおすすめします。
　まずはフィルターの汚れをチェックして汚れていたらキレイにしましょう。
フィルターが汚れているとエアコンの効きも悪くなり電気代も余計にかかってしまいます。
カビが発生していたり、生臭い、カビ臭いなど嫌な臭いがする場合は専門業者に頼んで
エアコンクリーニングをしてもらうのが一番です。カビが生えたままのエアコンを使用しつづ
けるとカビの胞子によりアレルギーや肺炎を引き起こす可能性もあります。
お掃除機能付きのエアコンでも内部にカビが発生したりもしますので定期的にチェックしてく
ださいね。定期的なクリーニングはエアコン自体の寿命を延ばすことにもつながります。　
きれいなエアコンで快適な夏を過ごしましょう！

空気がきれいになるだけじゃない！ 電気代の節約にもつながる！！

月
日（日）

第７回 駿河屋チャリティー祭

７ 29
10時～15時

お祭りの売上は全額墨田区社会福祉協議会へ寄付いたします

Data ：

【建物】　マンションリフォーム  　
【工期】　70 日 　【面積】　54.88 ㎡

【床】　静岡天竜産　杉
　　（新月伐採 ・天然乾燥）
【壁】　北海道稚内産 珪藻土 
　（メソポア珪藻土含有 15％）
【畳】　熊本八代産　畳　　　

Material ：

　今回のマンションリフォームの一番のポイントは出来る限り広くしたLDK
の中心に設置したオーダーキッチンです。ダイニングテーブル、デスクと
合わせた木製オーダーキッチンはオシャレなリビングダイニングを演出し
ています。 お施主様の選んだタイルやアクセサリーも素敵なアクセント
になりました。 
見た目だけでなく、生活導線を考えて通り抜け出来る
ウォークインクローゼットや食器収納を作り、キッチンも
お子様を見ながら家事も出来るようにアイランド型に
こだわりました。見た目も機能も、「日々の暮らしが
愉しくなる」そんなお宅となりました。

埼玉県 R 様邸の設計のポイント

設計担当 西

※ 詳しくはwebで

～無垢の木でお箸をつくって
 　　　流しそうめんに参加！～

※ 流しそうめんへの参加には事前の
【お申込み】と【お箸づくり】が必要です！

夏まつりにむけて その①
夏まつりにむけて その②

夏まつりにむけて
その③

現在～ 7/28 まで受付中！

「小学生の部」と「未就学児の部」で受付中。
応募用の画用紙は店舗にて配布中です！

～お絵かきコンテスト開催～
テーマ：君の未来のお家に

“駿太郎とするりん”を招待してね！

※ 応募いただいた絵は夏まつりで展示、
優秀賞には表彰し描いてもらった絵を
マグカップにしてプレゼントします！

応募してね！

　～鉛筆やノートを
ミャンマーの子供たちに
届けよう！～

夏まつりで回収ボックスを設置いたしますので
【ノート】 【えんぴつ】 【色えんぴつ】 【消しゴム】 
（使いかけで OK） のご寄付をお願いします！

※ 詳細や寄付の
経緯など
コチラから→

※店舗でも受付中！

　　一桝が慈善活動で
　建設に携わったミャンマーの学校の
子供たちへのプレゼントを募ります！

（9：30 チケット販売・エントリー開始）お申込み
受付中！

お申込み
受付中！

受付中！

完全
予約制

【日時】　7 月 21 日（土）

【場所】　練馬区富士見台

【開催時間】　
①10：00 ～ ②11：00 ～ ③13：00 ～　
④14：00 ～ ⑤15：00 ～

収納を多めにとり室内全域をバリアフリー設計にしていますので
住む方にやさしいお宅となっています。無垢の木、珪藻土をたくさん使っていますので、

湿度の高いこの時期にお越しいただくと空気の違いがよくわかりますよ。
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厳選した自然素材の住宅。その空気感をぜひご体感ください。

完成したばかりのお宅をお借りして 1 日限りの内覧会。

～オープンルーム～
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職人技発表会
練馬区富士見台・マンションリフォーム
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　先日は熱海で開催された「アクアスロン」に出場してきました！
アクアスロンとは、海を泳いだあとにランニングをするレースのことです。この大会は、海を1.5ｋｍ
泳いで浜辺を10km走るのですが、当日は快晴ですごく良い天気！ でも風が強く波が高い！(@_@)
そのため競技は１kmの水泳と10kmのランニングに縮小されました。
それでも波が高いので泳ぎながらアップダウンの繰り返し！息継ぎすれば
波をかぶるし、平泳ぎされて横っ腹や頭を蹴飛ばすシツレイな人はいるし！
水温も低いのでウエットスーツ着用可。ウエットスーツを着ると浮力もあ

社長のひとりごと

って進むのが早くなります。　浮きすぎて
バタ足出来ないので、手だけで泳ぐんで
すよ～。なので陸に上がってランニング
競技に入っても、脚は疲れていないので
普通に１０ｋｍ走ることが出来ました！
ゴールした後の美味しいビールとお好み焼き
は美味しかったですよ！

　今年も 「田んぼ体験学校」 の田植えが
無事終了しました！ 今年は予想外に早い梅雨入りと
季節外れの台風の通過ということで当日までほんとに
できるのか、 とヒヤヒヤでした。
それでも当日は天気もなんとか小雨程度で持ちこた
えてくれて、 子供たちは雨も気にせず元気に楽しく頑
張ってくれました。 ホント、 よかった (^_^)
悪天候すらいい思い出に変えてくれる
子供たちに感謝ですね！　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　広報　奥山

不動産のことならなんでもご相談ください
《用途地域から住環境を想像する》

不動産部  
　山﨑 7月21日(土) 10時～ 16時

体感会 ＆  相談会
宿泊体感型モデルルーム 「空まめの木」

要予約 無料 限定 4 組

リフォーム
新築の

ご相談は

2019 年度新卒募集中！

2019年度新卒者（第二新卒者） を
対象とした会社説明会開催

【対象者】 家づくりに興味のある方
【日時】 6～ 8月の毎週金曜　13 ： 00～ 14 ： 00

詳細は
　WEBなリン！

建築家  坂元

※図面などあればお持ち下さい！

6月10日の日曜日。今年も『田んぼ体験学校』
を開催いたしました！ 今回の田んぼは東武スカ
イツリーラインで行ける埼玉県の宮代町という
ことで地元の墨田区からも多くの方にご参加い
ただきました！ 
今から10月の収穫が楽しみですね～(^^)/

駿河屋のナチュラルショップ

　家さがしをするとき不動産チラシやネット上の広告を
調べますが、そこには必要最低限の情報しか記載さ
れていません。気に入って実際に見に行くと、先にわ
かっていればわざわざ見に来なかった…というような
マイナス要素が見つかることも多くあります。そうなら
ないために、グーグルマップで以下のように周辺環境
を調べる方法があります。
・幹線道路や鉄道・地下鉄（大気汚染や騒音の   
 原因となります）
・南側の大地主や駐車場（将来売却され、
 日当たりに影響するようなマンションが
 建つ可能性があります）
・マンションの１Fが駐車場（震災で柱が
損壊し、住めなくなる可能性があります）
時間を無駄にしないよう、事前に確認できる
情報は確認しておきたいですね。

整理収納アドバイザー　雪村

空 ま め の 木

いいね！

『空まめの木』
フェイスブック

　　　更新中！
https://www.facebook.com
　　　　　/soramamenoki

～『つるす』『かける』で
　　　　　　簡単片付け～

　駿河屋は、 今年 361 周年を迎える、 自然由来
の体に優しい素材、いわゆる 「自然素材」 をつかっ
た建築を得意とする建築 ・不動産
会社ですが、 ただ家を造るだけの
会社ではありません。 「衣 ・食 ・
住」 の質的向上をめざし、 住まう
ご家族の健康はもちろん、 最新の
建築技術と設備を取り入れなが
ら、 工事の現場では地球にやさし
いグリーン電力を使用し、 周辺環
境や自然環境にも負荷を掛けない
住まい創りを提案しています。

駿河屋ってどんな会社なの？

グリーン電力施工中

ナチュラルショップ 『空まめの木』 ではオーガニック、ナチュラル雑貨など
「体も心も元気になる」 商品を取り揃えてみなさまのご来店おまちしています！

入荷の時期になるといつも
たくさんのお問い合わせが

くる商品なりん！

住

営 電

東京都墨田区向島 1-24-16-１階

AM 11:00 ～ PM 5:00 0120-124-029 ( 駿河屋 )　

天然はちみつ「初夏採れ蜜」が入荷しました。
主な蜜源は、ハゼ・モクセイ科の花となっておりハーブキャンディーのような
爽やかな香りと味が特徴のはちみつです。温暖な気候・花が豊富な
南房総・鴨川の里山で巣箱から採取し、そのまま瓶詰を行っているものです。
花粉除去や加熱処理など一切手を加えておらずミツバチの病気を予防
するために用いる薬品や抗生物質も一切使用していない安心安全で
とても体に優しいはちみつです。

  面倒さんでも簡単収納！
アクション数が少ない「つるす」「かける」で見せる収納
フックや突っ張り棒なども上手につかって収納しましょう。

・取り出しやすく戻しやすい
・見えるからすぐに使えて時短になる
・隙間やデットスペースも活用できる

150g　
900円（税込）

シャツや
タオル等

キッチン、 クローゼットの中

玄関、 洗面所 

いろいろなところでためしてね！


