
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

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。

〒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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　4月17日にももちパレスで医療法人社団健翔会理事長である堀口先生による『病気の

根源を知る』と言うタイトルで講演を開催致しました。

３０人のお部屋でしたが、立ち見が出るほど盛況でした。『年々医学は進歩しているは

ずなのに病気になる人は益々増えているのは何故でしょうか』と言う事について堀口先

生が大変分かり易く事例を交えてお話をして下さいましたので、ご参加頂いた皆さん真

剣に聞いて下さいました。

本当に元気な人がある日突然倒れて長期入院というお話はよく聞くことですが、健康診

断では全く異常がなかったのに、どうしてこのようなことになるのでしょうか？

堀口先生は、病気の元は私達の体を作っている小さな細胞が元気をなくして正常な働き

をしなくなったことが原因だと言われています。細胞を元気にすることは、色んな病気

に対する抵抗力を強くする為には絶対に欠かせないと仰っています。

人間がもともと持っている免疫力を強くすることで、あらゆる病気から体を守ることが

出来るのだなと先生のお話を伺って改めて思いました。

日頃から健康に充分気を使っているような人でも、大病をすることがありますが、病気

にかからないようにいい様にする為には自分の細胞の健康状態を知っておくことが大切

だとも言われています。一般の病院では細胞の健康状態を診る事は行われていませんが、

堀口医院には、全国から沢山の方が細胞内診療を受けに来ていると言うことです。

かけがえがない命ですから、もっともっと健康に留意していくことが結局周りの人達を

幸せにすることに繋がるのだと言うことを痛感いたしました。

堀口先生の講演会を不定期ではありますが、開催しておりますので、是非１度後参加下

さいませ。また、堀口先生の細胞内治療については、医療ジャーナリストの旭丘光志氏

が出版しました『細胞内診療』と言う本に詳しく書かれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱アルマ　代業取締役　佐伯廣之

etc...

コンテンツ
春の小川は、さらさら行くよ。 

岸のすみれや、れんげの花に、 

すがたやさしく、色うつくしく 

咲けよ咲けよと、ささやきながら。 

春の小川は、さらさら行くよ。 

えびやめだかや、小ぶなのむれに、 

今日も一日ひなたでおよぎ、 

遊べ遊べと、ささやきながら。 

「春の小川」
　　高野辰之詞／岡野貞一作曲
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●大好評♪♪スタッフ通信

●特集！
 【軽量FRP屋根瓦カルカ・ルーフ】

●職人さん紹介
 【大工　野田さん】

●施工現場レポート　
 【H様邸　手摺取付工事】

●季節のお料理レシピ
　・アスパラガスのえびそぼろあん
　・新じゃがの揚げ煮 カレー風味
　



２０１1・５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

アスパラガスのえびそぼろあん 20～30分

宮戸です

作り方

30～60分

材　料

材　料

作り方

新じゃがの揚げ煮・カレー風味

大屋です

　　　　　　　お世話様になります。今年も決算を迎えアルマも5月から33期に突入しました。

　　　　　　　縁あってアルマでお世話になり、私も早いもので10年目を迎えました。毎日の

　　　　　　　慌ただしさに10年の歳月があっという間で、時間の過ぎていく速さに私自身が

　　　　　　　置いて行かれてるような気がします（汗）。

　　　　　　　

福岡のＧＷの風物詩である「博多どんたく港まつり」も今年で50周年を迎えるそうです。

悪夢のような東日本大地震が起き、今年の開催は中止したほうがいいのでは？という声もあった

ようですが、「こういう時だからこそ！福岡から元気を届けよう」と、がんばろう日本！と名を

打ち、復興支援で開催を決定したそうです。毎年、私はＧＷは福岡の人の多さに市内から避難す

るかのように出かけていましたが、今年は福岡の支援に賛同する気持ちで「博多どんたく」を見

に行こうと思います。

【日本中を元気に！】スポーツ界・芸能界もたくさんのチャリティーイベントが行われています。

先日、桑田圭祐を中心にした福山雅治など３７組５４名豪華アーティスト<チーム・アミューズ！！>

によるスペシャルチャリティーソング"LET'S　TRY　AGAIN"をダウンロードしました。　　

新しい夜明けを信じて　今こそ立ち上がれ・・・

被災者の皆さんは、まだまだ曲を聴いたりする暇も場所もないなかにいらっしゃる方も多いと思い

ますが、聴いていると前向きになれる、思わず口ずさむ　そんなときをたくさんもてるようになれ

ばと心から思います。

私の好きな応援ソング！　未だ子供達のヒーロー"アンパンマンの歌"です。

　♪なにが君のしあわせ　なにをしてよろこぶ

　　わからないまま　おわる　　そんなのはいやだ

　　忘れないで夢を　こぼさないで涙　　だから君は　とぶんだ　　どこまでも

　　そうだ　おそれないで　みんなのために　　愛と勇気だけが　ともだちさ

　　ああアンパンマン　やさしい君は　　いけ！　みんなの夢まもるため ♪♪

*59kcal(1人分換算)

(1)アスパラガスは根元のかたい部分は皮をむき、サッと塩ゆでします。
   水気をきり、5㎝の長さに切っておきます。 
(2)えびは殻をむき、背わたを取り除き、粗刻みにしておきます。
   えのきだけは2㎝の長さに切ります。 
(3)フライパンを熱し、えびとえのきだけをサッと炒りつけます。
   鍋に酒とみりんを入れサッと煮立て、出し汁、砂糖、しょうゆ、塩を加えます。 
(4)出し汁の入った鍋にえびとえのきだけを加え煮立てます。煮立ったらアスパラガスを加
   えます。2分ほど煮ます。 
(5)アスパラガスを器に盛りつけます。煮汁はサッと煮立て水溶き片栗粉でとろみを
   つけます。たっぷりかけて出来上がりです。

*337kcal(1人分換算 )

(1)新じゃがはたわしでよく洗い(皮付き)。鶏もも肉は一口大の大きさに切ります。 

(2)鍋に出し汁、酒、しょうゆ、砂糖、みりんを合わせます。鶏肉を入れ、やや強火で

   煮ます。煮立ったらアクを丁寧に取り、鶏肉がやわらかくなるまで約20分煮ます。 

(3)新じゃがは水気をしっかりふき、160℃の揚げ油でじっくりと揚げます。

   竹串がスッと入るようになれば引き上げ、油をきっておきます。 

(4)(2)の鍋にカレー粉を入れ、(3)の新じゃがを加えて、さらに7分ほど煮ます。 

(5)器に盛りつけ、青ねぎの小口切りを散らします。

4人分

4人分

・グリーンアスパラガス･8本

・えび・・・・・・6尾

・えのきたけ・・・30g

・水溶き片栗粉・・大さじ1

・出し汁・・・・・300cc

　・酒・・・・・大さじ2

　・みりん・・・・さじ1

　・砂糖・・・・大さじ1/2

　・薄口しょうゆ・大さじ1

　・塩・・・・・小さじ1/3

・新じゃがいも・・・600g

・鶏もも肉・・・・・1枚

・出し汁・・・・カップ2

・酒・・・・・・大さじ2

・しょうゆ・・カップ1/3

・砂糖・・・・大さじ1

・みりん・・・大さじ2

・カレー粉・・小さじ1

・青ねぎ・・・・ 適量

・揚げ油・・・・ 適量



＊＊＊ 　 　 職人さん紹介　＊＊＊アルマの

施工現場レポート

手摺取付工事

≪H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：８万円

 (住宅改修工事）

名前：野田さん

職業：大工

職歴：21年

モットー:丁寧にきちんと仕上げること！

好きな食べ物：魚料理、寿司、甘いもの。

ご存知の方も多いはず。今回のゲストは大工の野田さんです。ちょっとシャイですが、

とても人当たりが良く、それでいて腕も確かです。真面目な性格なので、黙々と作業を

してあまりお喋りしませんが、決して怒っているわけではないのでご安心ください(笑)。

野田さんはお父さんも大工なので、たまに親子で現場に入ってもらうこともあります。

お父さんは61歳ですが、いつまでも元気で、これからも親子でアルマを支えて欲しいと

思います。

●地震による揺れが小さくなります。

コンセプトは安心じゃコンセプトは安心じゃ

特　集

階段と玄関の上り段に手すりを取り付けました。
ケアマネージャーさんの立会いのもと、使用される方が一番使いやすい場所を確認して付けました。

強さ と 軽さ と 快適 の

軽 量性

堅 牢性 ●施工前・施工後の割れに強い。

防 火性 ●屋根に飛び火しても安心です。

耐 風性 ●台風の強風にも耐えます。

防 水性 ●強い雨でも水を浸入させません。

耐 薬品性 ●酸性雨や化学物質にも強い抵抗力があります。

耐 候性 ●紫外線にも劣化せず、美観を保ちます。

●優れた遮音効果を発揮します。遮 音性

安心をベースにした快適生活をはじめませんか？

踏んでも
　　割れない

地震の揺れが
上記のように

小さくなります

空気が通ると快適じゃ空気が通ると快適じゃ

カルカ・ルーフ

軒先換気面戸が通気口として
外気を多く取り入れます。

波型形状で通気性良好

繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

耐候性ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装層

表面は
耐震性塗料を

施しています。

安心・快適ライフ
始めませんか？

カルカ・ループは屋根材が必要とするあらゆる性能を持っています

● Before ● Before

● Before

● After

完成

● After 完成

完成

これで身体の負担
 も軽減しました。
安全に生活できます。

● After

住み慣れた家も
年をとると足腰に負担が･･･

不安です。



＊アルマスタッフ通信＊

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

でほぼ毎日更新しています。ぜひ覗いてみて下さい☆

ＨＰアドレス　http://www.almah.ne.jp

社長ブログ・施工事例・お客様の声・アルマのお約束１０箇条・イベント情報 など

多彩な情報を掲載していますので、こちらも是非ご覧ください。

西新　　　Ｈ様邸　 キッチン改装工事

中央区　 ㈱ﾆｯｷﾝ様　社宅　現状回復工事

中央区　 ㈱大福ﾋﾞﾙ様　大福ビル現状回復工事

　　　　　　　　　　　　　　 大福ﾋﾞﾙｺｰｷﾝｸﾞ防水工事

豊浜　　　Ｉ様邸　　2Ｆトイレ工事

中央区   パークハイツ赤坂管理組合様

　　　　　　　　　　　パークハイツ赤坂　1Ｆ雨水工事

豊浜　　 Ｙ様邸　　照明器具取替え工事

博多区　Ｙ様邸　　ローズマンション博多

　　　　　　　　　　　　　浴室排水トラップ修理工事

城南区　　福岡昭和タクシー様　　

　　　　　　　　　長尾車庫　ロッカー室他増設工事

　　　　　　　　　長尾車庫　ドレンチャー移設工事

　　　　　　　　　長尾車庫　喫煙室換気扇工事

藤崎　　  Ｓ様邸　 　クロス工事

中央区　㈱ファビルス　市場会館　現状回復工事

愛宕南 　Ｎ様邸　　リフォーム工事

高取　　  Ｗ様邸　 洗面台水栓金具取替え工事

弥生　　　Ｔ様邸　　壁補修工事

高取　　　Ｏ様邸　　物置アルミサッシ取付工事�

原　　　 　Ｉ様邸　　　ﾌﾟﾚｼｬｽ藤崎　塗装補修工事

百道　　　Ｙ様邸　　リフォーム工事

豊浜　　　Ａ様邸　　人形ケースガラス取替工事

　　　　　　　　　　　　アルミサッシ　他工事

福重　　　Ｔ様邸　　ｱﾝﾋﾟｰﾙﾏﾝｼｮﾝ第5新室見

　　　　　　　　　　　　原状回復工事

藤崎　　　南日本放送㈱　藤崎社宅　現状回復

姪浜　　　Ｆ様邸　　アルミサッシ戸車修理

壱岐団地　Ｉ様邸　　　屋根防水修理工事

今宿    　Ｋ様邸　  障子・襖貼替え工事

東区三苫　Ｋ様邸　  改装工事

室見　   Ｏ様邸　   フェンス工事

  

　

私たちが普段工事で使用している、人にも環境にも優しい安心材料を
ご紹介します。

安心材料
　　　　ご紹介
安心材料
　　　　ご紹介
安心材料
　　　　ご紹介
●壁紙施工用でん粉系接着剤

■製造：DAIRIKI

■商品：クリーンペースト

■JIS規格品　等級：Ｆ☆☆☆☆
　 /建築基準法適合適合資材 

　・強力防カビ剤入り
　・刺激臭がなく、目も痛くならない。　
　・既存のクロスとのつき付けができる。
　・はがれにくく、乾きが早い。
　・拭き取りがきれい。

特
　
徴 

≪この製品からVOC(揮発性有機化合物)14物質は発生しません。≫
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・アセトアルデヒド・エチルベンゼン・クロルピリホス
フタル酸ジ-ｎブチル・テトラデカン・フタル酸-２エチルヘキシル・ノナナール・フェノブカルブ
パラジクロロベンゼン・ダイアジノン・スチレン

プチ・リフォームプチ・リフォームお手
軽

スピ
-ディ

-＆
１枚からでも大歓迎、
               お気軽にお電話下さい！

【 襖貼替え 】

大(片面)　￥2,500-
中　　　　　￥2,300-
小　　　　　￥1,700-

【網戸張替】

大        ￥2,500-
中　　　　￥2,000-
小　　　　￥1,500-

【 障子貼替（和紙） 】

大　　　　￥2,500-
中　　　　￥2,000-
小　　　　￥1,500-

TOTO出張ショールーム
最新トイレ＆洗面化粧台がやってくる！

TOTO

開催決定！
開催決定！

12月23日(水)･24日(木) 布市布市

自宅で眠っている日用品
や手作りの小物など、あな
たも出品してみませんか？

フリーマーケット
　洋服・食器・雑貨の

　フリーマーケット
ウキ
　ウキ

照明器具・クロス・換気扇
手洗器・木材・端材・タイル など

一掃セール一掃セール一掃セール
リフォーム在庫品リフォーム在庫品リフォーム在庫品

10:00～17：00時 間

出店者
募集中

　　リフォ
ーム展示会　　リフォ
ーム展示会　　リフォ
ーム展示会

24日(木)は

同時開催♪同時開催♪

いつもありがとうございます！

岩橋です

アルマの 早良口に移転しての第１弾イベント開催決定！皆様ぜひお気軽にお立ち寄りください♪

会場：アルマ事務所(早良口)【開催時間】10:00～17:00

TOTO 出張ショールーム
　　　人造大理石シンク

マーブルクラフト展示
大人気！

2 19    20    21/ 日

日           日         日 

土金

・   ・
新しい

アルマ事務所に

遊びに来て下さ
い

リフォームフェアリフォームフェアリフォームフェア

￥117,500- （税別）

第９弾

厳選の
　　今月の一品
厳選の
　　今月の一品
厳選の
　　今月の一品

ＴＯＴＯから先進のエコ機能を身近にする≪ＧＧ≫新登場。

洗浄水量４.８Lの超節水便器。タンク式便器の新しいカタチ　

ローシルエットが、空間をスッキリと仕上げます。

ＧＧ
　エコロジー
まったく新しい洗浄方式の「ツイントルネード

洗浄」で、便器洗浄水量は4.8Lに。

　スッキリデザイン
タンク式便器だから、水圧を気にすることな

く、設置の自由度が高いGG。そして、高さも

奥行きもぐっとコンパクトに。

参考価格

GG1（CES9411M）の場合

定価￥235,000-

※付加機能によって定価が異なりますが、

   ご希望のGG商品をお選び頂けます。　　

先着1名様1台に限り

　　半額 でご提供 !!半額
　　新商品キャンペーン　　新商品キャンペーン

毎月最終木曜恒例

布市布市
５月27日(木)

色柄が豊富なカーテンはぎれを50円均一で販売しています。
小窓のカーテンやクッションカバーが作れる大判のもの、メーカーさん

の最新の生地など一見の価値あり！

上質な カーテンはぎれ
　　　　　　　      がいっぱい！

手芸をされる方 必見

￥117,500- （税別）

ｅｃｏな
　　注目の商品
 ｅｃｏな
　　注目の商品
ｅｃｏな
　 注目の商品

   無料
コーナー
もあります

手芸をされる方

タキロン　雨水貯溜タンク　『雨音くん』定価1万8千円～

庭の草花や家庭菜園への水やりに、水道水を使わずに雨どいから集めた雨水を利用すれば、

水道料金・下水道料金の節約になります。

各家庭への雨水貯留タンクの設置が進めば、節水だけでなく集中豪雨などのの雨水流出抑制

にも寄与し、各自治体でも雨水貯留タンクの設置による雨水利用に対して補助金制度を整備

するところが増えてきました。　環境にも優しいeco商品、いかがですか。

既設の雨どいに付属の集水継手を取り付けるだけで簡単設置
貯留タンクは軽量かつ丈夫なポリエチレン製
雨どいからの雨水を集水継手で貯留タンクに導く上、タンクが満
水になると自動的に雨どい側に雨水が流れます。

特

長
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百道　　 M様邸　内装リフォーム工事

中央区　Ｉ様邸　　フローリング補修他工事

愛宕　 　Ｏ様邸   リフォーム工事

豊浜　　 Ｏ様邸　太陽熱温水器配管修理工事

豊浜　　　Ｉ 様邸　屋根外壁塗装工事

藤崎　　　Ｎ様邸　伸縮門扉工事

 　　　　　　　　　　 洗面所補修工事

高取　　　Ｙ様邸　水栓金具工事

高取　　　Ｍ様邸　外構ブロック塀改修工事

室見　　　Ｆ様邸　太陽熱温水器修理工事

弥生　  　株式会社ラーク様　弥生倉庫

　　　　　　　　　　　スレート補修、ドア補修工事

　　　　　　　　　　　内部造作　解体処分

　　　　　　　　　　　全面塗装工事

高取　　　原田高見ビル様　屋上配管保温工事�

高取　　　Ｋ様邸　浴室内装工事

水城　　　日本自動車連盟様

　　　　　　　　　　　カーポート設置工事

赤坂　　　Ｕ様邸  電気工事

祖原　　　Ｅ様邸　和室工事�

室見　　　Ｎ様邸　雨樋工事/屋根漆喰工事

大野城　 Ｓ様邸　カルテBOX設置工事

西新　　　Ｓ様邸　便器取替え他工事

城南  　　Ｙ様邸　白蟻予防工事

室見　　　Ｋ様邸　門扉修理工事

高取　　　Ｈ様邸　玄関網戸取付工事

城西　　　Ｉ様邸　リフォーム工事、白蟻防除工事

小戸　　  Ｉ様邸　住宅改修、白蟻防除工事他

小田部　Ｃ様邸　現状回復工事

室見　　 Ｈ様邸　障子貼替え工事

室見　   Ｋ様邸　外壁、外塀塗装工事

原　    　Ｉ様邸　バルコニーデッキ補整費

　　

　　　　　　　　

毎度お世話になりましてありがとうございます。岩橋です。　５月になりアルマも

お陰様で３３期のスタートになります。　私が入社して２０年になるのですが　昨年

の２月　ももちに３回目の事務所移転も　ようやく落ち着いてきた様に思います。

リフォームとかリノベーションとか今では　よくどの建設会社さんもやったり　専門

のリフォーム屋さんも沢山あるようになったのですが　当時は町の修理屋さんの延長

だったように思います。アルマも修理とか営繕工事がほとんどで　大学を中退して建築

の専門学校に入学して建築の仕事をしたいと思っていた当時は少し物足りなさを感じなかったと言

うと嘘になるかもしれません。　ただ学校を卒業後　地場の大手ゼネコンに就職して　毎日雑用の

中で商品としてだけの建物を創る事に疑問を感じ　実際にお客様の喜びや疑問などを　お客様と共

有出来る仕事をしたいと思い　今の仕事をさせて頂き　一件々　お客様お一人おひとりとの　出会

いや　笑顔が　毎日の喜びで何もわからない当時はただ一生懸命だけが取り柄だった様に思います。

”初心忘れるべからず”です。

 

この通信が届く頃はＧＷ真っただ中だと思います。今年は震災の影響などで自粛ムードが多く旅行会

社も大変と言うニュースを見たのですが　皆様はいかがお過ごしでしょうか？　私はＧＷは仕事を沢

山いただいているので　ＧＷが終わって週末に呼子に行って　乗り物好きの子供たちをヘリコプター

に乗せようと　秘かに計画しています。ビックリする顔が楽しみなので　結構費用がかかりますが　

おこずかいを倹約して乗せてあげたいと思っています。

 

３３期も毎日一生懸命頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

メーカーの上質な

  　　 カーテンはぎれ

　　　　　　　　　　がいっぱい！！

4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。

限定５台

※原稿作成日の都合上、時期がずれることがあります。

佐伯です

　　　　　　いつも大変おせわになっております。お変わりありませんか！？

　　　　　　東日本大震災の様子はテレビや新聞でしか情報は知りませんが、被災地の皆さんの

　　　　　　事を思うと心が痛みます。いまでも夢であってほしいと願わずにはおれません。

　　　　　　しかし、現実を辛抱強く自立されている様子や皆さんで協力して復興活動をされて

　　　　　　いる様子を知ると、こちらの方が希望を与えて頂いてるようで申し訳なく思います。

　　　　　　まだまだ余震や原発問題で放射能の不安は懸念されることですが・・・。

さて、健康事業部として4/17と5/1に『堀口裕先生の健康講演会』を開催しました。ご参加頂

きましたお客様には大変ありがとうございました。堀口先生は、代替医療として独自に開発され

た細胞内検査と還元電位療法を駆使した、「病気の根本治療」として「細胞内診療」を医療の最

前線に立って推進されています。この日は来福されて、地元のテレビ局で先生の撮影があり会場

でも公演風景の撮影がありました。「放射能の人体への影響とその対処について」の提言も行わ

れて、全国公演でご活躍されています。健康事業の担当者として、私も提言して行きたいと思っ

ています。衣・食・住と世の中は、物の価値観を再度考え直す風潮にきていますが、風評風説に

惑わされませんように。どうぞお身体には、ご健康でくれぐれもご自愛下さいませ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＬＳ事業部　佐伯　圭子

その他


