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住環生活 
 

Sep/Oct 2019 ０yen(税込) 

じゅうかんせいかつ 

あなたの住みごこち考えてみませんか？ 住環工房スタイルの生活提案いたします。 

〒223-0057 横浜市港北区新羽町 896 
phone・045-545-9211 fax・045-545-9212 
ｅ-mail・welcome@juk-m.com 
営業時間・am9:00～pm6:00 

■一級建築士事務所登録■神奈川県知事登録 第 16455 号 ■建設業許可登録■神奈川県知事許可 (般-25) 第 79614 号 

* じゅんぼ～の 『 日々雑感  』 

＊ 佐藤コラム 『 お任せください！ 』 

 

＊ Contents ＊ 

* Jukankobo Journal  『 今月の事例 』 

 ＊ スタッフのご紹介 

今号のリフォーム事例  
 『  Jukankobo Journal 』 

休みの日は仲
間たちと汗を
か い て い ま
す！ 

今回は内装に携わるスタッフが加わりました。職
人経験者のスペシャリストとコーディネートを
中心にお客様のイメージを作り上げるフレッシ
ュな女子。ますますチームワークを大切に、住環
工房らしい住まいづくりをご提案します。 

内装業に携わって約 30 年。初めは職人
として 20 年。工事現場で LGS 工（軽鉄
材と言う材料を使用して壁・天井を作る
大工さんみたいな仕事です！）やボード
工（軽鉄で作った壁・天井に壁紙等を貼
る下地となる石膏ボードなどを貼る仕事
です！）として作業をしていました。そ
の後、元請け業者さんと職人さんとのパ
イプ役となる内装業の現場管理職を約
10 年務めてきました。 
その 30 年間の内装業に携わった経験を
フルに活かして、お客様の大切な住まい
のリフォームがより良い仕上がりになる
ように誠心誠意、努力して参ります。 
リフォーム終了時のお客様の笑顔を楽し
み、励みに頑張って行く所存ですので宜
しくお願い致します。 
私事ですが、趣味はソフトボール。現在
3 チームに所属して頑張っています！ 
試合に勝った後のビールは最高に美味い
です(笑) 

昔の職人時代を思い出します。普段
目にすることのないマンションの壁
の間仕切りの中は軽鉄と言われるこ
んな構造になっていますよ。 

くまがい しおり 

《プロフィール》 

出身地  ：横浜市鶴見区 

血液型  ：A 型 

趣味    ：ソフトボール・飲酒(笑) 

家族構成：妻・娘１人 

《プロフィール》 

出身地 ：横浜市 

血液型 ：A型 

趣味   ：漫画収集・映画鑑賞 

資格   ：商業施設士補 

 
こもり まさかず 

 

はじめまして。 

この度新しく仲間に加わらせていただきまし

た熊谷栞です。 

この夏で 22 歳になりました。 

以前は店舗の内装に携わる仕事をしていまし

た。 

まだ経験も浅く分からないことばかりです

が、先輩方に助けてもらいながら日々切磋琢

磨しております。 

幼少期にこの業界に憧れ、高校・専門学校で

学んできました。 

今は資格取得を目指して奮闘中です。 

リフォームを通じて、みなさんの素敵な住ま

いづくりのお手伝いをさせてください。 

親しみやすいコーディネーターになれたらい

いなと思っています。 

まだまだ新米ですが、一日でも早く一人前に

なれるよう邁進してまいります！ 

* かんたん DIY 『 パパリフォーム  』 

自宅には数えたことがない
ですが、ざっと 1000冊！？
の愛すべき漫画たち。 

目下、ご提案に使用する
グラフィックソフトのマ
スターに励んでいます。 



 

For the latest refurbished case report  

Tuesday, September 10 , 2019 

Leave It to us! 
   Jukankobo 

Marunaka 
045-545-9211 

Do You Like It? 
   Jukankobo 

Marunaka 
0120-940-869 

*いつもお読みいただきありがとうございます。ぜひご意見・ご感想をお聞かせ下さい。* 
*ＤＭご不要の場合は、お手数ですがご連絡くださいませ。* 

佐藤のコラム 「  焦らないで。」 

築 30 年の木のぬくもり溢れるコテージ風の家。 
ひと目見て気に入り、移住先に決めました。 
良いところは残しつつ、自分たちの暮らしに合わせた 
リフォームで理想の住まいになりました。 

「小江戸散策」 

日々出会う色んなコト。感じたコト。大好きなモノ。等身大で綴ります。 

いつも住環生活を楽しみにして頂きありが
とうございます。今年の盆休暇は台風の接近
に伴って、海遊びもほとんどできず少し体が
鈍り気味な今日この頃。 
少しすれ違っている夫婦（笑）なのでまと

まった休みの時に 2 人で出掛けるのですが、
前々から行ってみたかった小江戸川越に行っ
てきました。ＴＶ番組で見たうな重がとても
美味しそうだったので目的はうなぎ！！ふっ
くらとした身と、何とも言えない秘伝のたれ
は最高でした。どじょうの柳川鍋もお品書き
にあったので、お酒は飲めませんでしたがど
じょうも注文。身は開きになっていたので食
べやすかったですが、私的には頭がついた丸
身がよかったな～！ちなみにオープンと同時 

 

リビングとキッチンの間にはゆるやかに空間を仕切るアイアンのフレームを装
飾的に取り入れ、リビング側からの光も届くようになり、14 帖のゆとりのリビ
ングになりました。ダイニングの一画には子供たちが勉強できるデスクスペース
も設けて、いつも目が届く環境に。 

手狭だったマンションから移り住んで、ゆったりした
住空間と通勤時間が短くなり時間にもゆとりが生ま
れました。子どもたちも生活を楽しんでいるよう。 
 

木をふんだんに使ったぬくもりのあ
る造りは最大限に活かしたい。自分
たちの使い勝手に合わないところに
は、調和を大切に手を加えたかった。 

ふっくらうな重と
川越のシンボル 
時の鐘と 
恋する女子の願掛
け風鈴。 

位に行きましたが３０分待ち。早
め早めの行動が良いですよ！！ 
 小江戸というだけあって街並み
がとても良い。城好き、古民家好
きな私には最高な散策でございま
す。御朱印も興味があって神社が
あるとすぐにお参りに行くのです
が、川越氷川神社では「縁むすび
風鈴」というのが有名で、風鈴に
恋の願いを託して良縁祈願が恋す
る女子に人気だそうです。知らず
にお参りをしたのですが、強風の
ため少し制限はされていました
が、願いが詰まった風鈴たちは圧
巻でしたよ。また行ってみたい町
ですね～。 

壁の板張りは一部を
残し、タイルをアク
セントにお手入れも
しやすく。 

猛烈な暑さに体が悲鳴を上げている今日こ
の頃。皆様、夏休みは楽しめましたか？今年
はある建材メーカーさんの新規ショウルーム
・オフィス工事にて休み返上で現場に貼りつ
いています。子供達もどこにも連れて行けて
いない状態。可愛そうですが、夕方の市民プ
ールで勘弁してもらっています。 
遂に消費増税が 10月より施行されます。 

やはり駆け込み需要が大変多い中、工事の予
定も思うように回らない状況となっていて、
お客様にもお待ちいただいたり、ご迷惑をお
掛けしています。申し訳ございません。 
家計にとってはたかが２％、されど２％で

す。大型工事になればなる程、その違いが大
きく響くことも理解し、順次進めるよう努力
しております。協力業者も含めフル稼働でも
現状の需要に追いつかない状況ですが、とは 

こんにちは、現場監理担当の松谷です。 
毎日、お客様の夢をカタチにするお手伝いをさせて頂いていますが、家に帰れば毎日子供のワガママをカタチ
にしています(笑) このコラムではお家で簡単にできるＤＩＹのポイントやコツなどを紹介して参ります。 
今回は「ティッシュケース」。子供が３人も居ると毎日毎日いろいろ汚してティッシュは大活躍！！ 

まずはティッシュ箱を測って、ベニ
ヤ板に寸法を描きます。 
この作業が１番大事！！ 箱よりちょ
っと大きめにするのがポイント。 

ベニヤ板を切ります。 
ちょっとあぶないけど・・お兄
ちゃん、線に合わせて真っ直ぐ
切れるかな。 
（のこぎりは引くと切れるよ） 

ボンドで接着します。 
ベニヤ板の小口にボ
ンドを塗って、組み立
て・・・ 

お兄ちゃんはボン
ドだけじゃなくて、
釘も打ってかっこ
良くしました。 

仕上げは色を塗ります。 
美月ちゃんはピンクが大
好き！！スプレーで塗った
り、ハケで塗ったり、最後
にふぅふぅ乾燥 

できあがり♪ 

壁面や屋根裏の傾斜天井に羽
目板を張り巡らせてある内装
は、まるで避暑地のロッジのよ
うな雰囲気。 
その雰囲気を活かしつつ、新し
い設備や自分好みのインテリ
アをプラスして住み心地を整
えました。 既存の壁にガラス

ブロックをアレン
ジしてレトロな雰
囲気を演出した。 

整理収納アドバイザーでもある奥様のこだわりのキッチン。綿密にプラン
した収納が美しい。ものの出し入れも格段にしやすくなって、家事作業の
時短ができて、自分のための時間にもゆとりが生まれました。 
念願のお庭で栽培したハーブなどもお料理に活かせるように。スローライ
フを実現でき、ますますキッチンに立つのが楽しくなりました。 

「整理」して「収納」することは
シンプルな暮らしへの第一歩。 

クリアガラスのユニ
ットバスで湯船から
の眺めは広々とした
印象に。 

傾斜天井の板張りを
残しつつ、遊び心の
ある空間に生まれ変
わったトイレ。 

言え、職方なら誰でも良いという訳にはいき
ません。やはり意思の疎通ができる、信頼の
置ける職方でなければ良い仕事につながりま
せん。 
増税後の需要減少対策というのも打ち出さ

れています。以前も何度か実施された補助金
制度「次世代住宅ポイント制度」も始まる予
定です。省エネにつながる設備機器の交換や
、改修工事を行うと様々な商品と交換できる
ポイントが付与されます。最大リフォームで
６０万ポイントが付与されますので、どちら
がメリットが大きいのか焦らずよく考えてか
らでも遅くありません。 
などとリフォーム会社の忙しい言い訳のよ

うな・・・。私も焦らず、ご依頼いただいた
工事を着々とやり遂げるよう今日もがんばり
ます。 

ティッシュボック
スを入れてみる
と・・・ぴったり！ 

パントリーと
カウンターの
引き出しはこ
だわりの収納
が美しい。 

接着したら重り
を乗せて、１時間
待ちます。 

 ■ 必要なもの ■ 
ベニヤ板（12ｍｍ） 
のこぎり・とんかち・くぎ 
メジャー・ボンド・ペンキ 


