
 

リフォーム考案中の方必見！

８月のイベント情報

施工現場レポート

アイデア勝負！

  　団地の浴室リフォーム

夏を乗り切る

スタミナ＆ヘルシー！レシピ
冷やしけんちんそうめん 他

アルマスタッフの日常や
 インテリア風水を綴った  スタッフ通信

大好評

お買い得企画： 今月の一品

マ メ  特 集

　　　　に聞いたお掃除  豆  知識プロ

『浄水器内蔵型水栓』

特集　　　　　　とことん実証！

タンクレス便器の形状

part.2

161 はぁとはぁと通信

「はぁとはぁと通信」で検索して下さい

知っ得知っ得■ 住まいのリフォーム 知っ得 情報 ■

　　　　　　６０歳以上の方のためのリフォーム融資のお知らせ

①住宅金融機構が１０００万まで融資をします。

 

「あおげば尊し」

   作詞作曲不詳

！

〒814-0006

福岡市早良区百道2-8-6

■ 駐車場は第２和多屋パーキング（1、7、17番）をご利用下さい。
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　少しずつ春の気配を感じるようになりましたが、まだまだ風が冷たく夜温かいお風

呂に入るとほっとしますね。２月１１日～１３日までアルマの事務所でメーカー（Ｔ

ＯＴＯ）さんから協力してもらって水周りの新商品（ユニットバス、トイレ、キッチ

ン）の展示会を開催致しました。

天気が悪く大変寒いにもかかわらず１６組のお客様に来場頂きリフォームのご相談を

頂きました。本当に有り難く感謝致します。

昨年の２月に現在の百道に事務所を移してから丁度１年にな

りますが、早良口の交差点の角に位置していることもあり大

変目立つ場所であることも手伝って来店頂くお客様がお陰さ

まで多くなりました。

私共は地域密着を最も大事にして日々の営業活動をしていますが、初めてリフォーム

のご相談で来社されるお客様は、チラシだけでなく、ホームページを見られているこ

とが分かります。現在はインターネットは当たり前の時代ですので、私共もホームペ

ージの内容の充実をいつも考えております。

皆さまには、これから気候も良くなりますので、外壁や屋根の塗り替え・防水に少し

関心を持って頂けたらと思います。家の外部は厳しい自然の環境下にありますので、

思った以上に家の傷みが進行しています。陶器瓦はメンテナンス不要ですが、スレー

ト瓦やセメント瓦や外壁は１０年とか１５年毎の定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンスの主なものとして、塗り替え、葺き替え、ひび割れの補修、浮きの補修、

破損箇所の補修など様々です。早めのメンテナンスが家の寿命をのばしてくれますし、

メンテナンスの費用も結局は安く済むことに繋がります。

ところで、アルマのＴＬＳ事業部では、人間の健康と長生きの為のセミナーを開いた

り、健康治療器の販売をしています。堀口先生と言うお医者さんが開発されたＭＩエ

ナジーは、本当に素晴らしい治療器です。病気の根元となる細胞の中を浄化して健康

な体にしていくものですが、堀口先生のお話を聞く事で希望を持って頂けるものと思

います。

３月１７日に堀口先生の講演会のスクリーンセミナーをももちパレスで開催致します。

ご参加希望の方はアルマまでお問合せ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　
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●大好評♪♪スタッフ通信

●新商品のお知らせ
 【TOTOマンションリモデル便器】

●特集！
 【お手軽プチリフォーム事例】

●職人さん紹介　【大塚さん】

●施工現場レポート　
 【愛宕浜　O様邸　浴室改装工事】

●季節のお料理レシピ
　・お花畑のチラシ寿司
　・雛祭りプリン

　

あおげば　とうとし、わが師の恩。
教（おしえ）の庭にも、
はや　幾年（いくとせ）。
思えば　いと疾（と）し、
この年月（としつき）。
今こそ　別れめ、いざさらば。

互（たがい）にむつみし、日ごろの恩。
別るる後（のち）にも、
やよ　忘るな。
身をたて　名をあげ、
やよ　はげめよ。
今こそ　別れめ、いざさらば。

朝夕　馴（なれ）にし、まなびの窓。
螢のともし火、積む白雪。
忘るる　間（ま）ぞなき、
ゆく年月。
今こそ　別れめ、いざさらば。



２０１1・3月スタッフからお客様へ

 

＊　今月のおすすめレシピ　＊

アルマＨＰにてブログ『営業マン奮闘記』好評更新中！！

リフォームに関することから全く関係ない日常のことまで、スタッフが日替わりで更新して

います。ぜひ覗いてみて下さい☆

ＨＰアドレス　http://www.almah.ne.jp
はぁとはぁと通信

 

 

雛祭りプリン 

 

宮戸です  

材　料

 

30分～60分
 

 

 

4人分

作り方

大屋です

　最近、節水トイレに取替えられるお客様が増えてきています。

そこで今回は「健康運」にとても関わりが深いトイレ風水をご紹介いたします。

簡単にできる「健康運」の開運ポイント

①トイレの照明を明るくする。

②壁紙を変えるなら明るめの色を選ぶ。

③窓を開けこまめに換気をする。窓がない場合は換気扇を回しておく。

④カレンダーやスケジュール表などを貼らない。

⑤香りを良くする。

健康でいられれば、毎日健やかに楽しく過ごすことが出来ますよね。

すべては健康から！

トイレのリフォームは内装も含めて１日で工事が終わりますので、

壁紙など変えてみてはいかがですか？

もうすぐ春ですね。暖かくなっているのに、せっかくの休日も何もやる気がおきず、

まだ脳は冬眠しているような感じです。さすがに　これではいかんと思いました。

脳の働きを良くし、ストレスに負けない毎日をおくるため、最近読んだ『脳に悪い７つの習慣』

という脳神経外科医の林成之先生の本の内容を紹介します。

脳に悪い７つの習慣　　

①「興味がない」と物事を避けることが多い　 ⑤やりたくないのに我慢して勉強する

②「嫌だ」「疲れた」とグチを言う　　　　　 ⑥スポーツや絵などに興味がない

③言われたことをコツコツやる　　　　　　 　⑦めったに人をほめない

④つねに効率を考えている

悪い習慣を知って、これらをやめる（避ける）ことで脳の活性化を。

脳は「仲間になりたい」という本能をもっていて、"人をほめる"ことを喜ぶ

そうで、"好き""おもしろい"などプラスの気持ちに反応して記憶力や独創性が

上がるということです。　心躍るような春の訪れを！

　　　　　　　この度、松木が退職いたしました。

　　　　　お世話になりました皆様に感謝いたします。

＊448kcal(1人分換算)

牛乳 …250cc
生クリーム …250cc
卵黄 …4個
グラニュー糖 …50g

(1)牛乳と生クリームを鍋にいれ、人肌程度に温めます。 
(2)ボウルに卵黄とグラニュー糖を加え、よく混ぜ合わせます。 
(3)(2)のボウルに(1)、バニラエッセンスを加えて混ぜ、こします。 
(4)プリン型や耐熱性の食器に(3)を流し入れ、表面の泡を竹串などで取り除き、アルミホイルで
　ふたをします。 
(5)土鍋にプリン型の半分の高さまで湯を入れ、沸騰させます。一旦火を止めてからプリン型を
　並べ、土鍋のふたをして弱火で10分～15分蒸し焼きにします。 
(6)土鍋からプリン型を取り出し、粗熱をとってから冷蔵庫で冷やします。お好みでストロベリー
　ソース、抹茶ソースをかけていただきます。 
　※抹茶ソースが手に入らない場合は抹茶と砂糖を適量の水で溶いて作ります。 
.

作り方

 60分以上

 

 

 

材　料

お花畑のチラシ寿司

＊469kcal(1人分換算 )

(1)米は洗って、ガス炊飯器の炊飯かまに入れ、昆布を加えて

   30分間浸漬させます。 

(2)酒を加え、水加減し、炊きます。 

(3)炊きあがれば全体を混ぜ合わせ、合わせ酢と合わせます。 

(4)ニンジンは5mm角に切り、ゆでます。 

(5)(3)に(4)、チリメンジャコを混ぜます。 

(6)卵は砂糖、塩を加えて混ぜ、そぼろ状に炒ります。 

(7)キヌサヤは筋を取り、塩熱湯でゆで冷水にとり、斜め半分

   に切ります。 

(8)ハムは花の抜き型で抜きます。 

(9)皿に(5)を盛り、(6)～(8)で飾ります。 

.

4人分

バニラエッセンス …少々

ストロベリーソース(市販品) …適量

抹茶ソース(市販品) …適量

米 …2合(0.36L)

水 …約2カップ

コンブ5cm角 …1枚

酒 …大さじ1/2

合わせ酢　

・酢 …80ml

・砂糖 …大さじ3

・塩 …大さじ1/2

ニンジン …1/3本

チリメンジャコ …大さじ6

たまご …6コ

砂糖 …小さじ2

塩 …少々

ハム …1枚

キヌサヤ …5枚



完成

＊＊＊ 　 　 職人さん紹介　＊＊＊アルマの

 

 

施工現場レポート

浴室改装工事 ≪愛宕浜　Ｏ様邸≫

■　   プロフィール　   ■
 

 

この他にもＨＰで施工写真を多数公開中♪
水廻り、内装、外構工事など次のリフォームの参考にぜひご覧ください

ＨＰアドレス　
http://www.almah.ne.jp

詳しくはＨＰをCHECK!!
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施工期間：１日

工事金額：６７万円

(洗面･トイレ･浴室扉）

リフォームは何も、キッチンや浴室を丸ごと入れ替えたり、間取り変更を伴うような大型

工事ばかりではありません。気分を一新したり、不便・不快を感じていた部分を解消する

には、プチリフォームがお勧めです。商品と工事の予算を１０万円以内に収めた、小技の

効いたプチリフォーム事例をお伝えします。（※費用はあくまでも目安です。）
 

 

名前：大塚　照見さん

職業：塗装屋さん

職歴：40年

モットー:早く！綺麗に！

好きな食べ物：お酒、野菜類

今回のゲストは、この道40年の大ベテラン、塗装職人の大塚さんです。
若かりし頃に、ハウステンボスの≪音の博物館≫の塗装工事に携わったことが、
何よりの自慢だそうです。
趣味は読書で「徳川家康」や「三国志」「水滸伝」が愛読書。神社巡りをして
絵馬を見て廻るのも好きだとか。
仕事をする上で心掛けていることは、早く綺麗に仕上げることだそうです。
いつも大塚さんの笑顔が場を和ませてくれます。

①クロスで部屋の雰囲気を一新

クロスの張替えは最も手軽に部屋の印象を変えられるリフォームのひとつです。

１㎡あたりの単価が定価700円程度の量産品から1000～1300円の柄物など、各メー

カーがあらゆるデザインのクロスを取り揃えています。

柄を選ぶ際は、なるべく大判タイプのサンプルで確かめましょう。小さいサンプル

では工事後のイメージが沸かないからです。

②手作りロールスクリーンで
　　冷房効率アップ！！　

取り付け費込みで約５万円でできた

事例です。こちらのお宅では、エア

コンの風がリビングと接する階段か

ら２階へ上がってしまうため、空調

効率が悪いという悩みを抱えていま

した。カーテンを利用しオーダーで作ったロールスク

リーンは、幅・長さがピッタリできれいです。

③階段をコルクタイルに！

材料費は５～６万円。工事費を入れる

と８～10万円程で仕上がりました。

コルクの値段も

様々です。

階段を上り下り

する際の足の感

触が心地よくな

りました。

 

④流し台のみチェンジ！

キッチンを全て取り替えるのは予算的

に難しいですが、長年使って汚れてし

まったシンク部分だけ交換することも

可能です。流し台を新しくするだけで

印象が変わりますね。

工事費込みで10万円でできました。

既存のカウンターや配水穴に合わせて製作してもらえます。

BEFORE AFTER

全部10万円以内でできる！？

　お手軽プチリフォーム事例　お手軽プチリフォーム事例　お手軽プチリフォーム事例
※リフォーム

　産業新聞より

⑤内窓で断熱性能がアップ

内窓（インプラス）を取り付けています。既存の窓に内側から樹脂製の

サッシを取り付けることで断熱性能を高めることができます。

写真のタイプの内窓は工事費込みで４～５万円程度でした。

この他にも造作家具を作る・コンパクト化粧台にチェンジ・金物を変え

てみる・取手を変えてみる・モザイクタイルを貼るなど、プチリフォー

ムはたくさんあります。少しでも雰囲気が変わると楽しくなりますよ♪

ぜひみなさんも、プチリフォームしてみてはいかがでしょうか？

 

TOTOの4.8Ｌ洗浄節水便器、ウォシュレット一体形のＧＧに取替えました。
タンク内臓のローシルエットデザインで空間にゆとりを生みますし、お掃除もしやすいデザインです。
また、手洗器にはＩＮＡＸのアクアフィットを採用。コンパクトですが深いボウルでしっかりと手が洗えます。
機能性とインテリア性を両立した空間へと変身しました。

 

広くてスッキリ

お掃除もラクラク



＊アルマスタッフ通信＊ 2月にさせていただいている工事、
　　　　ご依頼いただいている工事です。 

いつもありがとうございます！

 

岩橋です
手芸をされる方必見

 

 

 

 

藤崎  Ｏ様邸　通路土間工事

小田部  Ｈ様邸　梯子撤去工事、

                店舗内洗面器具取付工事

野方  Ｕ様邸　クローゼット折戸

                洋間ドア補修工事

                網戸張替え工事

百道  Ｎ様邸　洗濯水栓工事

拾六町  Ｆ様邸　サンドバック取付工事

愛宕南  Ｓ様邸　畳表替え工事

愛宕南  Ｋ様邸　襖貼替え工事

百道　  Ｎ様邸　網戸張替え工事

原  Ｅ様邸　内窓取付工事

姪の浜  Ｔ様邸　マンションリフォーム工事

愛宕浜  Ｓ様邸　ユニットバス取替え工事

大町団地Ｍ様邸　トイレ工事

藤崎  Ｎ様邸　店舗内ブラインド取付工事

愛宕浜  Ｎ様邸　内窓取付・建具補修工事　

藤崎  Ｏ様邸　キッチン水栓工事

四箇  Ｍ様邸　クローゼット工事

百道  Ｔ様邸　トイレ取替え工事

博多区  Ｎ様邸　マンションリフォーム工事

原　　  Ｋ様邸　洗面所壁移設工事

百道　  Ｈ様邸　玄関引き戸鍵工事

室見　  Ｋ様邸換気扇工事

百道　  Ｏ様邸　トイレ工事

弥生　  Ｎ様邸　インターホン取付工事

飯倉　  Ａ様邸　床防音フローリング張り工事

 

 

 

こんにちは　岩橋です。３月になり段々と暖かくなってきましたが　皆様その後いかがお過ごし

でしょうか？私はというと　今期も残り２カ月となり　益々日々追われる様に　目標を追い求め

て　朝起きてから　床に付くまでの時間が　一瞬の様な毎日であるように思います。そんなお休

みもない様な毎日ですので　たまに仕事を早く切り上げ　子供が起きている時間に帰ると　玄関

に２歳と６歳の子供達が駆け寄って来て　足にまとわりついてきます。　この時が一番疲れが取れ　

まさに癒される瞬間で・・　こんなにほったらかしにしているのに　まだまだ嫌われていない様で　嫁様のフォ

ローに感謝しています。　家族になって一番実感するのは　男の人生や幸福は　仕事を含め　すべて嫁のサジ加

減で決まっている様に思います。料理に例えると仕事とか社会的にとか私的とかお金とかはただの材料であって

後は味付け次第で不幸な味付けや　幸福な味付けは　文字どうり　奥さんのサジ加減で　なんとでもなる様な　

そんな感じがします。（もっとも良質な材料と量は必須なのですが・・）　

そんな我が家の息子も来年から小学一年生と幼稚園の一年生・・私も不動産資格の学校に一年生として通ってみ

ようと　探しています。　最近では若い世代　３０代　４０代の　中古マンションの購入とリノベーション

（全面改装）が流行っていて　特に一軒家の比率が全国４７都道府県のうち４４番目の福岡では　今後も益々そ

の傾向が強くなると思われ　私も建築士だけではなく　不動産の知識も急務であるように思います。　実際私も

地下鉄一分の築１５年の７０．７㎡中古マンションを１５００万で購入したのですが　たとえば同物件を購入し

て５００万でリフォームしても　新築マンション並みに生まれ変わるので合計しても２０００万と言う事になり

ます。　同じ立地　広さで言うと３，４００～４，０００万掛ってしまいます。　手数料や金利負担から合計す

ると２，１００～２，７００万の差になり　いろんなパターンのシュミレーションをしても　この方法が得策の

様な気がしました。ただそれぞれの価値観や境遇が違いますので　色んな見方があるのですが　行き先が不安な

日本の政治状況下　私の様な子育て世代は　子供手当をあてにしているわけではありませんが　優柔不断で統率

力をなくした　今の時代に苛立ちすら感じながら　そんな中でも家族は守らなければならず・・　です。ご参考

にもならないと思いますが・・　もっともっと頑張らないといけません。　

今月も宜しくお願い致します。（ＰＳ　すべて私の場合・・です。）

 

 

　いつもお世話になっております。お変わりありませんか？

先日、TLS事業のお客様と香川県坂出市にある堀口医院に「細胞内検査」を受けに行ってきました。

なかなか血液検査だけではわからない「病気の根元」の検査です。私は、6年振りで、当時はとて

も良い結果でしたが、加齢と共に細胞も随分くたびれていました。免疫力と気合いでなんとか元気

　　　　　　　だった様です。定期的な健康診断は大切ですね。

　　　　　　　季節の変わり目　皆様もくれぐれもどうぞご自愛下さいませ。

　　　　　　　「大往生」することはそれだけで立派な社会貢献ですよね！！

佐伯です

アルマＨＰにてブログ『営業マン奮闘記』好評更新中！！

リフォームに関することから全く関係ない日常のことまで、スタッフが日替わりで更新して

います。ぜひ覗いてみて下さい☆

ＨＰアドレス　http://www.almah.ne.jp はぁとはぁと通信

 

4月発売
　予定!!

にマンションリモデル便器
が登場！！

業界トップクラスの節水4.8リットル洗浄！

※原稿作成の日時の都合上、時期が少しずれることがございます。ご了承ください。

★4.8リットルのトルネード洗浄
    で超節水！

★ワンダーウェーブ洗浄と節電モードで
    便座もエコ

★セフィオンテクト、
     フチなしで簡単お掃除！

★タンク式のスッキリデザインで
    ゆとりの空間！

 

1年間で

288杯も節水浴槽約

17,387円

RHタイプで水道代・電気代が

年間約

お得！

マンションだって

リモデルできる！

10年前のものと比べて

野方　 Ｋ様邸　台所排水工事

豊浜　 Ｎ様邸　ウッドデッキ改修工事

賀茂　 Ｍ様邸　台所排水工事

豊浜　 Ｎ様邸　カーテンレール工事

荒江　 Ｋ様邸　フローリング他工事

百道　 Ａ様邸　リビング壁クロス工事

愛宕浜 Ｍ様邸　手摺り取付工事

原　   Ｏ様邸キッチン照明器具取替え工事

室見　 Ｔ様邸　洗面台取替え工事

原　   Ｈ様邸　カーペット張替え工事

昭代　 Ｙ様邸　網戸張替工事

高取　 Ｈ様邸  障子張替工事

祖原　 Ｍ様邸　カーテン工事

糸島市 Ｈ様邸　手すり工事（住宅改修工事）

百道 　Ｈ様邸　器具取替他補修工事

西区　 Ｔ様邸　手すり、段差解消工事

                      　　（住宅改修工事）

西区　 Ｈ様邸　リフォーム工事

愛宕浜 Ｕ様邸　トイレリフォーム他工事

田隈　 Ｓ様邸　雨樋工事

中央区赤坂　パークハイツ赤坂管理組合

               駐車場塀改修工事

室見　 Ｎ様邸  レンジフード取替え工事

その他打合せ物件多数。


