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LIXIL アライズ。 浴槽はピンク色、 アク

セントになる壁はベージュを選ばれまし

た。 とてもやさしい色合いのお風呂で

ゆっくりくつろいでいただけそうです。

LIXIL シエラ。 扉はナチュラルな木目色

のクリエラスクを選ばれました。 引き出

しタイプで収納力抜群です。 ガスから

IH に変更したので安全に使っていただ

けます。 夏のお料理時の暑さも軽減！

洗濯機置

き場の横に

は照明を

取り付けま

した。

階段横の扉

は床材と同

じ色を使用

し、 統一感

がありま

す。

廊下の照明は

センサーで自

動でつくトップ

ライトを使用。

夜の移動も安

心です。

浴室入口は開口部が

広くとれる引き戸タイ

プでバリアフリーで

す。 ご高齢になって

も安心ですね。

LIXIL アメージュ Z フチレス。

不要な男子便器は撤去し、 すっきり広い

空間になりました。 床の段差をなくし、 壁

のクロスと ・ クッションフロアもきれいに貼

り替えました。

Panasonicの建材使用。 色はチェリー柄。

壁 ・ 天井のクロスも貼り替え、 明るくナ

チュラルな雰囲気になりました。

先祖や亡くなった人たちが苦しむことなく、 成仏してくれるようにと、 子孫が、

報恩や追善の供養をする期間を 「お盆」 と呼びます。 特に、 人が亡くなっ

て 49 日法要が終わってから最初に迎えるお盆を初盆 （はつぼん） または新

盆 （しんぼん、 にいぼん、 あらぼん） と呼び、 家の門口や、 お墓に白一

色の提灯を立て、 初盆以外のお墓には白と赤の色が入った提灯を立てるな
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連休中は不在の家が多く、 空き巣の被害が多くなります。 留守にする

場合は、 普段より念入りに防犯対策を行いましょう。

留守番電話は解除する、 もしくは応答メッセージを 「すぐに戻

りますので、 メッセージを残してください」 に変更。 間違っても

留守や旅行中などのメッセージは残さない。 また転送サービス

が利用できる場合は、 携帯に転送するといいでしょう。

ど、 特に厚く供養する風習があります。 現在は、 関西では 8 月の 13 日から 16 日までの 4 日間を指

すことが多いです。 （関東の一部などでは 7 月 13 日から 16 日までの 4 日間を指す場合もあります）
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キュウリとナスビに割り箸を刺して馬と牛に見立てた精霊馬(しょうりょううま)を飾る地域もあります。キュウリとナスビに割り箸を刺して馬と牛に見立てた精霊馬(しょうりょううま)を飾る地域もあります。

• キュウリは馬の例え 。 お盆のときに、 少しでも早く迎えられるようにとの願いを表現。

• ナスは牛を表現 。 お盆が終わって、 帰るときはのんびりと。

知
ますか？ますか？

ってって

井上さんお誕生日

おめでとうございます！

中尾部長中尾部長遊屋遊屋古平古平

田淵田淵

上田専務上田専務

上田社長とハイチーズ上田社長とハイチーズ

引き戸のお困り解消します！

まずは埃をとる。

それでもだめなら、

戸車の回りに埃などがからまって重くなって

いる場合は、 掃除をすれば滑りがよくなる

ことがあります。 定期的にお掃除しましょう。

戸車は消耗品です。

ここまで傷んでしまったら、 新し

いものに交換しましょう。30 年使用
した戸車 新品の戸車

◆システムバス◆ ◆キッチン◆ ◆トイレ◆
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7月7日は

井上さんの誕生日でした♪

みんなでお祝いをしました！

7月7日は

井上さんの誕生日でした♪

みんなでお祝いをしました！

より快
お手伝

※常習空き巣

犯の場合、 侵

入に 3 分、 物

色に 5 分以内

です。 10 分以

内の犯行が大

半を占めます。

3 分以内に侵

入できそうもな

い家は、 下見

の段階で犯行

をあきらめま

す。

どこも見違えるようにきれいになり、 大変うれしいです。

ショールームに一緒に行っていただき、 実物を見れたので

迷わずにイメージ通りに出来上がりました。 細かな気配り・

アドバイス ・ サービスありがとうございました。 　N 様

お客様の声

AfterAfter
BeforeBefore

N 様邸  改装工事

空き巣対策のキホンは 「 」。
⾧期旅行で家を空ける前にできる、７つの防犯対策。

　　　　　　　　　お盆の行事は釈迦の弟子の一人、 目連尊者 （もくれんそんじゃ） が母を救う話に由来しています。 

　　　　　　　　　目連尊者はある時、 神通力によって亡き母が餓鬼道に落ち逆さ吊りにされて苦しんでいると知りました。 　　　

　　　　　　　　　そこで、 どうしたら母親を救えるのか釈迦に相談したところ、 「夏の修行が終った 7 月 15 日に僧侶を招き、　

　　　　　　　　　多くの供物をささげて供養すれば母を救うことが出来るであろう」 と言われたと伝えられてい。 そこで、 目連

尊者が釈迦の教えのままにしたところ、 その功徳によって母親は極楽往生がとげられたという。 それ以来 （旧暦） 7 月 15

日は、 父母や先祖に報恩感謝をささげ、 供養をつむ重要な日となったといわれています。

お盆行事

の由来



お手入れ情報お手入れ情報ま ～お手入れ・
  補修の目安～

バルコニー・濡れ縁バルコニー・濡れ縁

建物周辺−基礎まわり建物周辺−基礎まわり

建物周辺−排水関係建物周辺−排水関係

建物周辺−土留め・石垣建物周辺−土留め・石垣

建物周辺−門・門扉・フェンス・塀建物周辺−門・門扉・フェンス・塀

日常のお手入れ

鉄部のサビ

表面の汚れをよく落とし、 パテでキズを埋めてから市販の塗料で塗装します。
大きなキズは、 当社にご相談ください。

目の細かいサンドペーパーで腐食部分を落とし、 市販の透明ラッカースプレーを吹き付けます。
大きな腐食は、 当社にご相談ください。

木部のキズ

コンクリートベランダの
   ヒビ割れ

オイルステイン
  仕上げの褪色

アルミ部の腐食

木材の乾燥、 収縮で生じた釘の浮きは金づちで打ち込みます。 ただし、 床のそりが大きいと
すき間から水分が入り込み、 腐りの原因になるので、 その場合は当社までご相談ください。

サンドペーパーでこすり落とし、 固まっているサビはワイヤーブラシなどでけずります。
その後、 サビ止め塗料で下塗りをします。 完全に乾いてから仕上塗料を塗ります。
全体がサビている場合は当社にご相談ください。

日射や風雨にさらされるので、 歳月が経つにつれ、 色あせや劣化が起こります。
ただし、 塗膜が残っていれば性能的に問題はありません。 チョーキング （白く粉が吹いたような状態）
が目立つようになってきたら塗り替えの時期です。

床面に特殊塗料かベランダ用塗料を塗ります。
大きな場合は、 当社にご相談ください。

表面の汚れをよく落とし、 市販の塗料に記載された方法に従って塗装します。

木部床のそり、
      釘の浮き

経 年 劣 化

●手すり・笠木

・ ふだんからこまめに雑巾がけをしましょう。

・ オイルステイン仕上げは、 木材の持ち味を活かす分、 塗膜が薄く褪色しやす

　く、オイルペイントははがれや汚れが目立つようになります。 手の届く場所は、

　1 ～ 2 年周期で手入れをしてください。

●濡れ縁

白サビ

タイルのはがれ

鉄部のサビ

壊れた部分を目地ごとはずし、 下地を平らに直します。 ホコリを取り除いてから、 タイルを専用接着剤で
貼りつけます。 タイルが固定されたら、 目地モルタルを詰めます。

スチールタワシ、 ワイヤブラシ、 金ベラなどでサビを落とし、 サンドペーパーで磨きます。
サビ止め塗料 ( 水性の速乾性のもの） を塗ります。 乾いたら塗装 (2 度塗り ) します。

ワイヤブラシ、 サンドペーパーなどでこすり落とします。
透明のラッカースプレーを吹き付けます。

塀の下部のカビ
 による変色

薄めた漂白剤でこすり落とします。

補修方法

補修方法

・ 基礎の立ち上がりコンクリート部分の泥はねが気になる場合は、 乾いている

　ときにブラシなどで落としましょう。 床下に水が入るのを防ぐため、 水洗い　

　は避けてください。

日常のお手入れ・点検

・ 定期的に水抜口を掃除しましょう。

・ 定期的に点検し、 亀裂、 傾斜、 はらみなどの異常が見つかったら、 早めに処置しましょう。

日常のお手入れ・点検

・ 傾きなどがないか、 基礎部分を点検しましょう。

・ ブロック、 コンクリート、 石などの門 ・ 塀は、 たわしやブラシで、 タイルの場合は布やブラシで水洗い　

　をしましょう。 板塀の汚れは、 たわしでこすり落としてから水をかけます。

・ 板塀は 2、 3 年に 1 度、 防腐剤、 ペンキを塗り替えましょう。

・ サビの出やすい切断部分とネジ止め箇所を中心にサビがでないか点検しましょう。

・ 鉄柵は、 雑巾で汚れを落としましょう。 泥はねは、 水をかけてブラシでこすり落としましょう。

日常のお手入れ

・ 建物まわりの排水用ためますや溝のゴミは、 定期的に掃除しましょう。

・水はけが悪い地盤では、雨どいから直接排水ますへ流したり、Ｕ字溝や集水管の埋設などの方法があります。

※水抜口が詰まると、 排水ができなくなり、 土留め、 石垣が崩れる原因となります。

※洗剤の使用は、 素材を傷めるので避けてください。

※サビは腐食して穴のあく前触れなので、 早めに処置してください。

・ ふだんから水拭きをしてきれいにしましょう。 こびりついてしまった汚れには、

　住用洗剤を使います。 歯ブラシなどでこすり落として、 水で洗い流し、 水気　

　をしっかり拭き取ります。 汚れを拭き取った後、 自動車用のワックスを塗ると

　汚れ防止になります。

・ 砂ボコリや落ち葉などがたまりやすいので、 こまめにほうきなどで掃きましょう。

　床にたまった砂やホコリは、 防水面にキズをつける原因になります。

・ 排水溝がつまると水が流れず、 溢れ出すおそれがあるので、 ゴミは定期的に取

　り除きましょう。

・部分的な汚れは、 少量の水を使ってクレンザーでこすり、 きれいに拭き取ります。

主な点検項目
点検時期の

目安
定期的な
手入れ

更新・取替の目安

木部 腐朽、破損、蟻害、手すりぐらつき 1～3年ごと
15～20年で

全面補修を検討

鉄部 サビ、破損、固定不良、手すりぐらつき 2～3年ごと
10～15年で

全面取替えを検討

アルミ部 腐食、破損、固定不良、手すりぐらつき 4～5年ごと －
20～30年で

全面取替えを検討

点検部位

バルコニー・
濡れ縁

3～5年で
再塗装バルコニー・

     濡れ縁

日常のお手入れ

ウエスイ設備に
ご連絡ください！

基礎の周囲を深く掘らないようにしてください。

建物のすぐそばに、 大きくなる樹木を植えないでください。 成長に

つれて、 根が基礎を破壊することがあります。

※敷地内に水たまりができたりして湿気が多くなると、 不衛生なばかりでなく、 建物の劣化、 しろあ

りなどの害虫発生の原因になります。

※上下水道工事や植栽の際は、 基礎本体や支持基盤を損なわないよう注意
が必要です。

◆

◆

ご注意!

補修の目安  木部・鉄部は3～5年で再塗装

田淵田淵 古平古平 井上井上


