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落ち着いた色の

ドアから、 優しい色

のカントリー風ドア

に取替えされました。

アイアンの飾りがか

わいくおしゃれなドア

ノブ。 おうちの顔であ

る玄関がパッと明るく

なりました。

LIXIL の新商品

「プレアス HS」 に取替

えされました。 100 年ク

リーンといわれている新

素材でオススメです。

同時にクロスも貼替えた

ので、 すっきりした印象

になりました。

左側にサイド収納が

あり、 お年頃のお子

様の細々したものの

収納に便利に使ってい

ただけると思います。

下の収納部もスライド

タイプなので収納力

バッチリです！奥様

こだわりの洗面化粧台

です。

防カビ用の浴室専用塗料を塗りました。 防カビ剤入りで、

耐水性にすぐれているため、 湿気の多い場所でも安心です。

ドアは、 カビやすい木製ドアからアルミのドアに取替えました。

たった　　　　　で

月見バーガー月見バーガー グラコログラコロ

書写山ロープウェイから眺める参道を歩きなが
ら紅葉を楽しむ。 摩尼殿前のイチョウ ・ モミジ
の黄と赤の紅葉が見事。

素敵な一年になりますように♪

毎年､社長がいろいろ考えて社員の

誕生日をお祝いしてくれます。

今回は、似顔絵ケーキ

みんな似てるかな？
社長より
愛を込めて(笑)
社長より
愛を込めて(笑)

で

う
と

書寫山圓教寺 龍野公園紅葉谷
しゃしゃざんえんきょうじ たつのこうえんもみじだに

おすすめ

鑑 賞 法

おすすめ

鑑 賞 法

鶏籠山の西側に広がる山麓一帯が県立公園に
指定されている。 豊かな緑に包まれた絶好の散
策路で､城下町龍野の魅力の一つです。

 好古園

姫路城西御屋敷跡庭園

たつの市東山公園こうこえん

たつのしひがしやまこうえん

期間 ： 2016年11月13日頃～
時間 ： 17 時～ 20 時

ライトアップ
ライトアップ

おすすめ

鑑 賞 法

おすすめ

鑑 賞 法

さつまいもごはん

山芋とろろごはん きのこの炊き込みごはん むかごごはん

栗ごはん 松茸ごはん

紅   葉11月11月

もみじまつり期間中

田淵田淵

紅葉のきれいな季節になりました。

近場でもこんなに

おすすめスポットがあります！

紅葉狩りに出かけませんか？

め

にに

食べたい食べたい

といえば？といえば？

他にも秋にはおいしいものがたくさん出

てきますよね。 さんま､松茸､栗､さつま

いも､かぼちゃ､新米､ギンナン､柿､なし､

ぶどう､りんごなど。 秋の七草粥とも聞

きますが､実は､春の七草は食べます

が､秋の七草は見て､楽しんで､季節を

感じるもので食べないそうです。 7 つ

言えますか？ ( はぎ･ききょう･くず･ふじ

ばかま･おみなえし･おばな･なでしこ )

←これも近頃の
  秋の定番かも !
　　　　( 笑 )

お

・ エンジンがかからない

・ サビサビ、 ボロボロ

・ 40 年前のトラクター

・ 部品が揃っていない

・ パンクしている

・ 故障している

伴走さん

ばんそう

ボロボロでも
　　 買取り OK!!

近場で楽しめる近場で楽しめる

K 様邸  改装工事

玄関が寒い･暑い･薄暗い。

古いので空き巣が心配、

外の音がうるさい

玄関ドアで

多いお悩み

１日

◆玄関ドア◆
◆トイレ◆

◆洗面化粧台◆

◆キッチン取替え◆
◆浴室防カビ塗装◆

S 様邸  改装工事

AfterAfter

AfterAfter

⾧年のひどいカビ

のお悩みも一気に

解消されました！

見頃の時期

所在地

11月中旬～12月初旬

姫路市書写2968

カエデ､イチョウ､ウルシ､

ヤマモミジ

371ｍ主な標高

主な紅葉樹種

見頃の時期

所在地

主な紅葉樹種

見頃の時期

所在地

主な紅葉樹種

見頃の時期

所在地

主な標高

主な紅葉樹種

たつの市龍野町中霞城

11月下旬～12月上旬

60ｍ

カエデ

夏木の庭の紅葉トンネル、 潮音斎からの大滝
の眺めが見事。 ライトアップも楽しめ、 昼間と
は異なった夜間景観を創出しています。

夏木の庭の紅葉トンネル、 潮音斎からの大滝
の眺めが見事。 ライトアップも楽しめ、 昼間と
は異なった夜間景観を創出しています。

姫路市本町68

11月中旬～11月下旬

ヤマモミジ、イロハ

モミジ、ケヤキ

壮大な滝と紅葉のコラボレーションが味わえます。
園内を流れる谷川が奏でる水音と合わせて時の流
れも忘れてしまう程の美しさです。 絶好の散歩道。

壮大な滝と紅葉のコラボレーションが味わえます。
園内を流れる谷川が奏でる水音と合わせて時の流
れも忘れてしまう程の美しさです。 絶好の散歩道。

たつの市新宮町新宮1093

11月下旬～12月上旬

イロハモミジ

AfterAfter

BeforeBefore

AfterAfter

BeforeBefore

BeforeBefore

AfterAfter

期間 ： 2016年11月18日～12月 4日
時間 ： 日没～ 20 時

タイルの上にも

防カビペンキを
塗りました。

カビの壁が

見違えるほど

真っ白に！

AfterAfter AfterAfter

簡単リフォーム！

　　 据え置きキッチンに取り替えました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　で取替完了！たった １時間程度



お手入れ情報お手入れ情報ま ～お手入れ・
  補修の目安～

給・排水設備−1. 給水設備給・排水設備−1. 給水設備

給・

排水設備−2. 排水設備

給・

排水設備−2. 排水設備

◆
ご注意!

浄化槽は機能低下により害虫が発生したり、 フタがはずれて浄化槽へ落ちる事故が生じます。
日常の心がけに気を付け、 浄化槽の取り扱い説明書の指示に従ってください。

排水管

浄化槽

2〜3 年に 1 回は高圧洗浄を実施することをおすすめします。

専門家による定期的な点検が義務付けられています。
年に 1〜2 回は、 業者による浄化槽内の清掃が必要です。

構造躯体−基礎・土台構造躯体−基礎・土台

・ 基礎が濡れていないかチェックしてください。

　 雨でもないのに濡れていたら、 当社にご連絡ください。

・ しろありも土台の大敵です。 4 月〜7 月頃に羽ありを見たら、 注意が必要です。

・ 建具の建て付け不良となった場合、 建物の軸組が変形しているか、 土台が傾斜していることが考えられます。

・ 住まいを長持ちさせるために床下換気は重要です。 床下換気口の前に物を置いてふさがないようにしましょう。

4 から 5 年を目安に、 床下点検口から床下を点検しましょう。

外壁のシーリング不良や、 壁内の結露が
考えられ、 腐朽の原因になります。

●しろあり
・ 羽の大きさが同じ
・ 触覚がじゅず状
・ 胴部がくびれていない
・ 脚が短い

●あり
・ 前羽が大きい
・ 触覚が｢く｣の字
※「く｣の字でない種類もある
・ 胴部がくびれている
・ 脚が長い

日常の ご注意・点検

日常の ご注意・点検

・ キッチンやバスルーム、 洗面所などの排水管は 2〜3 か月に 1 回、 市販の排

　水管用洗浄剤を流してきれいにしましょう。

・ ときどき排水口に水を流し込み、 封水を確保しましょう。

・ますとますを結ぶ排水管は、 下水用の掃除道具を使ってゴミを取り除きましょう。

・ 年に 1〜2 回は排水ますのフタを開けて掃除しましょう。

日常の ご注意・点検

古平古平

主な点検項目
点検時期の

目安
更新・取替の目安

基礎
ヒビ割れ､欠損､沈下､換気口のふさがり
サビ､蟻道

5〜6年ごと 建て替えの際に更新

土台
基礎からのずれ･浮き､断面欠損､腐朽
蟻害､割れ

4～5年ごと
建て替えの際に更新

（補修は適宜）

定期的な
手入れ

－

5～10年で防腐･防蟻
の再処理

点検部位

構造躯体構造躯体

主な点検項目
定期的な
手入れ

更新・取替の目安

給水設備
配水管の水漏れ､赤水､結露
水栓金具のパッキンの異常､作動不良

15～20年で全面取替えを検討

排水設備
排水管､トラップの水漏れ､詰まり､悪臭
浄化槽の悪臭･水漏れ

15～20年で全面取替えを検討
浄化槽は建て替えの際更新

点検時期の
目安

随時

給・排水
設備

水漏れは
直ちに補修

点検部位

随時､浄化槽は
専門業者との

維持管理契約による

給・排水

設備

●床下点検

床組のきしみ

根太と床板のすき間や、 床束と束石のすき間が生じることによって起こります。
補修には、 すき間にくさびをつめ、 接着剤やスクリュー釘で固定することが必要です。
構造体の補修になりますので、 当社にご相談ください。

補修方法

◆

ご注意!
基礎にはヒビが入っていないかなど十分な注意を払ってください。 建物にかかる風圧力、 地震力や
自重、 積載荷重は基礎から地盤面に伝えられます。 基礎に異常があると、 建物が傾いたり建て付
けに影響を及ぼし、 快適な生活ができなくなるだけでなく、 安全性も問題になります。

・ 排水ますのフタの上に、 重いものを置いたり車で乗ると、 フタが割れたりするので気をつけましょう。

・ トイレやバスルームの掃除の際、 塩酸などの劇薬や強力な洗浄剤などを使うと浄化槽内の微生物が死滅して　

　しまうので、 絶対に使わないようにしてください。

・ 浄化槽の上に物を置くと、 通風を妨げ、 浄化能力の低下や悪臭の原因となるのでやめましょう。

・ バッキ型浄化槽は、 電源を切るとモーターが止まって機能を停止し、 汚れが浄化されずに流出するので注意　

　　　　　　　　　　　　しましょう。

※細かいゴミや汚物がたまったままになると、 詰まりやすく悪臭の原因にもなります。

※浴室 ・ 洗面所などの水まわりは特に注意します。

※水の排水量が少ないと、 封水が蒸発し、 臭気の遮断ができなくなります。

※そのまま放置すると排水機能が低下し、 大水などの時に水があふれるおそれがあります。

しろありと普通のありの違い

メンテナンス

床下点検のポイント
・ 基礎

　割れがないかチェックします。 ヘアクラック以外の大きな割れまたは基礎の

　内外に及ぶ割れが認められる場合は要注意です。

・ 土台 ・ 床組

　腐朽や蟻害がないか外周部とバスルームまわりを重点的に点検しましょう。

　腐朽が認められない場合でも、 濡れやシミが発見されたら要注意です。

　特に、 外周部土台で見つかった場合は、 外壁の損傷や壁内結露が考えら

　れます。

・ 設備 ・ 配管

　水漏れや配管の結露により木部が腐朽していないか点検します。

・ コンクリートの割れは年数が経過するのに比例し徐々に進行していきます。

  点検する際、 写真に残すなどして比較してみましょう。 その結果、 進行し

                    ている場合や、 新たに異常な箇所があった場合は当社まで

                    ご相談ください。

Ｐ

束石

床束

床板

根太

根太､床板､床束､束石

屋外止水栓

・ キッチンやバスルーム、 洗面所やトイレなどは、 ときどき水漏れがないか点検

　 しましょう。

・ 大きな地震の直後は、 水漏れがないか必ず点検しましょう。

・冬季に水道の凍結のおそれがある場合、 水を少量出しておくか、 水抜きをします。

　特に就寝前や旅行などで家を空けるときは忘れずに実行してください。

・ 冬季に水道の凍結のおそれがある場合、 露出した水道管の凍結防止には、　　　 

　被覆用の発砲断熱材などを巻きましょう。

・ 水道が凍ったときは、 露出している管や水栓などにタオルを掛け、 その上から　

　ゆっくりぬるま湯をかけます。 熱湯をかけたり火をあてたりすると、 水道管が破　　

　裂することがあるので気をつけてください。


