
１５年

すまいるすまいるすまいるすまいる
暮らし応援レター

汚れが入りやすい継ぎ目が

なく、今までお掃除ができ

なかったすき間汚れが、リ

フトアップにより奥まで楽

に拭き取れて、気になる臭

いの元もカットします

商品価格に標準工事費77,000円を足すだけ！
洗面所リフォーム

標準工事費に含まれるもの

天井壁・床張替え 廃材処理

今回もお手に取って頂きありがとうございます。記事について気になる
事がありましたら、お気軽にお電話ください。
元日は朝昼晩とお節料理とお雑煮のみ！このために２日間かけてお節
を作ります。家族の大好きな伊達巻は、卵を２０個使います。
私は甘く煮た黒豆が一番好きです♪ 201５年 新春 白石
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新年号

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます。。。。プロタイムズプロタイムズプロタイムズプロタイムズ岐阜関店岐阜関店岐阜関店岐阜関店 有限会社三輪塗装有限会社三輪塗装有限会社三輪塗装有限会社三輪塗装ですですですです。。。。
新しい年が始まりました。今年いったいどんな年になるんでしょうか？みんなで笑顔で過ごせる年
になると良いですね。三輪塗装が皆さんの笑顔のお手伝いができれば幸いです。
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今やすっかり友チョコが主流になり、世の男性たちにとっては残念な様な

ほっとする様な日ですね。

逆に女の子を持つお母さんは、娘さんと一緒に友チョコを大量に作ることと

なる、恐怖のイベントとなりつつあります。

日本でのバレンタインの始まりは意外に古く、1936年に神戸のモロゾフが東京で発行された

英字新聞広告に「バレンタインデーにチョコレートを」と掲載しました。

現代ではバレンタインが近づくとデパ地下は大盛況ですが、1958年に伊勢

丹でメリーチョコレートが初めて行ったバレンタインセールでは、3日間で

板チョコが5枚、バレンタインカードが5枚売れただけでした。

一般的になったのは1960年代。各メーカーがマスコミを通して企画を行い

広まりました。

私が学生だった頃はまさに全盛期！学校側もお菓子を学校には持ってきて

はいけないと言いつつも、この日だけは暗黙の了解でした。

実際に男の先生は貰って喜んでいましたからね(笑)

St. Valentine’s Day

すっきりとしたデザインに、収納や使い勝手を
大切にしたシンプル設計です。

便利なリフトアップ機能便利なリフトアップ機能便利なリフトアップ機能便利なリフトアップ機能
ヘッドは脱着可能ヘッドは脱着可能ヘッドは脱着可能ヘッドは脱着可能

扉を閉めるとき、扉を閉めるとき、扉を閉めるとき、扉を閉めるとき、

手を放しても最後手を放しても最後手を放しても最後手を放しても最後

まで閉まるセルフまで閉まるセルフまで閉まるセルフまで閉まるセルフ

クローズタイプのクローズタイプのクローズタイプのクローズタイプの

蝶番を使用してい蝶番を使用してい蝶番を使用してい蝶番を使用してい

ます。ます。ます。ます。

大型洗面器で、大型洗面器で、大型洗面器で、大型洗面器で、

つけ置き洗いも快適です。つけ置き洗いも快適です。つけ置き洗いも快適です。つけ置き洗いも快適です。

水ハネが少なく水ハネが少なく水ハネが少なく水ハネが少なく

２０％節水の微細２０％節水の微細２０％節水の微細２０％節水の微細

シャワー吐水シャワー吐水シャワー吐水シャワー吐水

家族みんなにフィットする快適機能に、本格的
なエコ機能をプラスしました。

暑さも寒さもガルテクトにお任せ♪

ガルテクトとは、屋根材と断熱材を一つにした金属屋根材です。

耐食性に優れ、特に酸性雨で

威力を発揮します。

金属なのでひび割れの心配も

なく、軽いので地震の際に建

物にかかる力を低減できます。

before
after

見た目がキレイ♪

しかも丈夫で

長持ち！

新年新年新年新年おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます

よきよきよきよき新春新春新春新春をおをおをおをお迎迎迎迎えのこととえのこととえのこととえのことと、、、、おおおお慶慶慶慶びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。私共私共私共私共のののの社員社員社員社員、、、、
家族一同家族一同家族一同家族一同もももも元気元気元気元気にににに過過過過ごしておりますごしておりますごしておりますごしております。。。。
旧年中旧年中旧年中旧年中はひとかたならぬごはひとかたならぬごはひとかたならぬごはひとかたならぬご厚誼厚誼厚誼厚誼をををを賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、大変大変大変大変ありがとうありがとうありがとうありがとう
ございましたございましたございましたございました。。。。本年本年本年本年もももも何何何何とぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

さてさてさてさて皆様皆様皆様皆様にとってにとってにとってにとって昨年昨年昨年昨年はどんなはどんなはどんなはどんな年年年年でしたでしょうかでしたでしょうかでしたでしょうかでしたでしょうか？？？？
プロタイムズプロタイムズプロタイムズプロタイムズ岐阜関店岐阜関店岐阜関店岐阜関店 ((((有有有有))))三輪塗装三輪塗装三輪塗装三輪塗装はははは大大大大きくきくきくきく変革変革変革変革したしたしたした年年年年であったであったであったであったとととと思思思思いますいますいますいます。。。。
それはそれはそれはそれは塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事のみならずのみならずのみならずのみならず多多多多くのリフォームくのリフォームくのリフォームくのリフォーム工事工事工事工事をををを担当担当担当担当させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くくくく事事事事がががが出来出来出来出来たたたた事事事事
がががが大大大大きいときいときいときいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。
特特特特にににに介護施設介護施設介護施設介護施設のリフォームはのリフォームはのリフォームはのリフォームは大大大大きなきなきなきな財産財産財産財産ととととなりましたなりましたなりましたなりました。。。。
介護用介護用介護用介護用のののの設備設備設備設備はははは私私私私たちがたちがたちがたちが日常使日常使日常使日常使っているモノっているモノっているモノっているモノとはとはとはとは少少少少しししし違違違違いますいますいますいます。。。。

ビックリビックリビックリビックリするほどするほどするほどするほど開閉開閉開閉開閉がががが楽楽楽楽なドアなドアなドアなドア、、、、とってもとってもとってもとっても押押押押
しししし易易易易いいいい電源電源電源電源、、、、つまずきつまずきつまずきつまずき難難難難いいいい床床床床、、、、使使使使いいいい易易易易いいいい蛇口蛇口蛇口蛇口、、、、
またまたまたまた介護介護介護介護するするするする側側側側にもにもにもにも優優優優しいしいしいしい工夫工夫工夫工夫がががが特徴特徴特徴特徴ですですですです。。。。
今今今今までにまでにまでにまでに２２２２件件件件のののの施設立施設立施設立施設立ちちちち上上上上げにげにげにげに関関関関わらせてわらせてわらせてわらせて頂頂頂頂きききき、、、、
更更更更にににに今年今年今年今年もうもうもうもう１１１１件工事着工件工事着工件工事着工件工事着工のののの予定予定予定予定となってとなってとなってとなっておりおりおりおり
ますますますます。。。。
これらこれらこれらこれらのののの経験経験経験経験からからからから学学学学んだんだんだんだ知識知識知識知識をををを今今今今までまでまでまで以上以上以上以上にににに皆皆皆皆
様様様様におにおにおにお役立役立役立役立てててて出来出来出来出来ますようますようますようますよう、、、、これからもこれからもこれからもこれからも努力努力努力努力をををを
惜惜惜惜しまないしまないしまないしまない所存所存所存所存ですですですです。。。。
本年本年本年本年もももも何何何何とぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 三輪雄彦三輪雄彦三輪雄彦三輪雄彦
古民家をリフォームして介護施設に！



リフォーム通信

今回は浴室・洗面所・トイレの大改装工事を実際の

工事例からご紹介します。

壁や床を解体撤去し、美しく生まれ変わりました。

リフォーム

担当の

石原です。

施工場所 関市 K様邸

工事内容 浴室・トイレ改装工事

施工期間 １９日間

請負金額 ２８０万円

三 輪 塗 装

社員紹介社員紹介社員紹介社員紹介 頼頼頼頼れるれるれるれる仲間仲間仲間仲間をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします！！！！

私のこだわり！

土屋 守
佐藤 純

施主様と相対した

時は、笑顔でハキ

ハキした言葉で対

応する事を強く意

識しています。

笑

私のこだわり！

堅

堅い仕事をする事

を心がけています

丁寧な仕事。

細部まで手を抜かない。

気を抜かない。

ビフォア・アフター 見違えるほどキレイになりました

http://www.p-miwa.co.jp/

reform/sekou/23697/

好きな言葉

笑顔は周囲の人

を和ませます

好きな言葉

床も壁もどんどん

撤去していきます。

土間にはコンクリート

を打設し、壁には断熱

材を入れていきます。

壁・天井

にパネル

やクロス

を貼って

いきます

温泉気分でリラックス
この季節になると「温泉行きたいな～」と思う人が多いはず、もちろん私もその一人です。
でもそう頻繁には出かけられないのが現実ですが、それを解決してくれるのが入浴剤です。
薬局やホームセンターには数々の入浴剤が並んでいて迷ってしまいますね。

ところで皆さんのお家には、栓を開けたままになっているワインはありませんか？
実はワインは入浴剤として効力を発揮してくれます。老化を防ぐアルファハイドロキシ酸
（AHA酸）が含まれているので、美肌効果があり肌をすべすべにしてくれます。
冷え性や肩こりにお悩みの方にもおすすめですよ。
ワインを2カップ湯船に入れて、よくかき混ぜてください。オイリー肌の人は赤ワインを、
ドライ肌の人は白ワインを使用するといいそうです。

そして最近よく耳にする炭酸泉。これも薬局で売っている品
物を使って自宅で楽しめます。
材料は重曹を大さじ1 ・クエン酸を小さじ2 ・塩を小さじ2 
全ての材料をボウルなどで混ぜ合わせてお風呂に入れれば、
簡単に炭酸浴がたのしめます。
ちょっとぬるめの38～39度のお湯に、20～30分ゆっくり浸
かってリラックスバスタイムをすごしてみてはいかがですか。

１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））・・・・ １８１８１８１８日日日日（（（（日日日日）））） １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００

２２２２月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））・・・・ ８８８８日日日日((((日日日日）））） アピセアピセアピセアピセ関関関関２２２２ＦＦＦＦ

入場無料入場無料入場無料入場無料！！！！相談無料相談無料相談無料相談無料！！！！
しつこいしつこいしつこいしつこい営業営業営業営業はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

ごごごご安心安心安心安心くださいくださいくださいください

長年住長年住長年住長年住んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、おおおお家家家家のののの事事事事がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ気気気気になりだしますになりだしますになりだしますになりだします。。。。
キッチンやキッチンやキッチンやキッチンや浴室浴室浴室浴室、、、、トイレなトイレなトイレなトイレなどどどどのののの水廻水廻水廻水廻りりりり・・・・部屋部屋部屋部屋のクロスのクロスのクロスのクロス替替替替えやえやえやえや、、、、和室和室和室和室からからからから洋洋洋洋
室室室室へのリフォーム・へのリフォーム・へのリフォーム・へのリフォーム・家家家家のののの中中中中ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化・・・・車車車車がががが増増増増えてのえてのえてのえての駐車場駐車場駐車場駐車場のののの
拡大拡大拡大拡大などなどなどなど、、、、おおおお悩悩悩悩みみみみののののことことことことはありませんかはありませんかはありませんかはありませんか？？？？
そんなおそんなおそんなおそんなお客様客様客様客様のののの疑問質問疑問質問疑問質問疑問質問にににに、、、、当社当社当社当社のののの担当者担当者担当者担当者がががが丁寧丁寧丁寧丁寧におにおにおにお答答答答えしますえしますえしますえします。。。。
おおおお住住住住まいにまいにまいにまいに関関関関するするするする事事事事ならならならなら、、、、何何何何でもごでもごでもごでもご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。
またおまたおまたおまたお電話電話電話電話によるおによるおによるおによるお問問問問いいいい合合合合わせもおわせもおわせもおわせもお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。

リフォームリフォームリフォームリフォーム相談会相談会相談会相談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします

会場ご案内

アピセ・関アピセ・関アピセ・関アピセ・関

お悩みトップ１０

１位 暮らしやすさ

２位 設備が古い

３位 住宅の痛み

４位 間取りの変更

５位 家族構成の変化

６位 将来を考えて

７位 収納の不足

８位 冷暖房の効率化

９位 結露・湿気

１０位 耐震強化

１４年６月 関市 Ｋ様 浴室・トイレリフォーム
１４年６月 関市 Ｓ様 ベランダ改修
１４年６月 美濃市 Ｓ様 エクステリア
１４年６月 美濃市 Ｇ様 浴室リフォーム
１４年６月 関市 Ｋ様 キッチンリフォーム
１４年７月 関市 某企業様 エクステリア
１４年７月 関市 Ｓ様 バリアフリー工事
１４年７月 美濃市 Ｙ様 ベランダ改修
１４年７月 関市 Ｎ様 トイレリフォーム
１４年７月 関市 Ｓ様 配線工事
１４年８月 関市 Ｂ様 浴室リフォーム
１４年８月 関市 Ｉ様 トイレリフォーム
１４年８月 坂祝町 Ｔ様 トイレリフォーム

１４年９月 富加町 Ｋ様 階段修繕
１４年９月 関市 某店舗 雨漏り修繕
１４年９月 関市 Ｙ様 キッチンリフォーム
１４年９月 関市 Ｏ様 外構工事
１４年１０月 関市 Ｎ様 床修繕
１４年１０月 関市 Ｈ様 洗面所リフォーム
１４年１０月 各務原市 Ｈ様 屋根葺き替え
１４年１１月 岐阜市 Ｍ様 浴室リフォーム
１４年１１月 美濃加茂市 Ｋ様 階段修繕
１４年１１月 関市 Ｓ様 外構工事
１４年１１月 関市 Ｎ様 トイレリフォーム
１４年１２月 関市 Ａ様 トイレリフォーム
１４年１２月 関市 Ｔ様 エクステリア
１４年１２月 各務原市 Ｕ様 給湯器交換
１４年１２月 関市 Ｎ様 廊下修繕

リフォーム実績 2014年6月～12月


