こんにちは！ハートホームの村上です！
新学期が始まりましたね！
春になるとワクワクして出かけたくなります♪
ワイワイお花見もいいですね☆

中古住宅を
中古住宅 を購入されたのですが
購入 されたのですが、
されたのですが、 以前住んでいた
以前住 んでいた方
んでいた方 が数匹の
数匹 の動物を
動物を
飼 われていて臭
われていて臭 いの事
いの事 を非常に
非常に気 にされていました。
にされていました 。
床 は 動物の
動物 の尿がしみ込
がしみ込 んでいる部分
んでいる部分が
部分が多 く、 一度既存の
一度既存の床 をめく
り 、 新 しくフローリングを貼
しくフローリングを 貼りました。
りました。 クロスもすべて張替
クロスもすべて張替え
張替え
和室の
和室 の 壁 、窓枠などの
窓枠 などの木部
などの 木部も
木部 も新しく貼
しく貼り 直し 、
最後は
最後 は 家全体を
家全体を 洗い工事にかけました
工事にかけました。
にかけました。
当初気になっていた
当初気 になっていた臭
になっていた臭 いもキレイに取
いもキレイに取る 事が 出来ました
出来ました。
ました。

マンションにお住
マンションにお 住まいで、
まいで、 壁掛のテレビを
壁掛のテレビを付
のテレビを付 けたいとのご要望
けたいとのご 要望でし
要望 でし
た 。 55型
55型 の大きなテレビなので取付
きなテレビなので取付けられるか
取付けられるか不安
けられるか不安の
不安 の様でした。
でした 。
現在お
現在 お 住 まいのマンションの壁
まいのマンションの壁は 、ＧＬ工法
、ＧＬ 工法という
工法 という物
という 物で作 られて
いました。
。そのままテレビの壁掛
いました
そのままテレビの壁掛け
壁掛 け用の 金具を
金具 を取り 付けても、
けても、 も
ちろん壁
ちろん 壁 ごと重
ごと重 みではがれてしまうので、
みではがれてしまうので 、取 り付ける場所
ける場所に
場所 に特殊
な 下地材をを
下地材 をを使
をを使 い、壁 がはがれ落
がはがれ落 ちないようにテレビの重
ちないようにテレビの重 みにも
耐 えられる下地
えられる下地を
下地 を作りました。
りました。クロスなどを傷
クロスなどを 傷つけずにすむ施工
つけずにすむ施工
法 でお客様
でお 客様も
客様も喜 んで頂
んで頂 けました。
けました。

新しいシーズン何か買ったものはありますか？あるいは欲しいものは
ありますか？今回のアンケートは、「この春買ったもの、欲しいも
の」をテーマにしたいと思います！是非教えてください！

●先月号アンケート
先月号 アンケート「
アンケート「卒業旅行」
卒業旅行」のご回答
のご回答ありがとうございます
回答ありがとうございます！
ありがとうございます！
宇治市木幡 Ｎ 様
「卒業旅行」
卒業旅行 」
今から２５年ぐらい前、短大の卒業に友人４人と「那智の滝」へ行ってきま
した。露天風呂が有名な温泉に泊まりました。今思うとトシのわりにシブ
いですね・・
きっと今の時代だったら、ディズニーランドとかもっと違う所になっていた
と思います。時代・・・でしょうかね・・・。社会に出る不安と期待、そしてみ
んなとの別れ・・・ 楽しくて切ない思い出です。
宇治市木幡 Ｔ 様
「卒業旅行の
卒業旅行 の 思い出 」
今から１６年前、大学４回生の冬に友人４人と韓国へ卒業旅行に
行きました。中でも一番の思い出は、露天商でお土産に小さなポシェッ
トを買った時に、おじさんが最高の笑顔で「とても良いサービスをして
あげるから」と言いながら自慢げな表情で包んでくれたお土産です。
部屋に帰ってあけてみると・・見たこともない韓国のブランド名だった
はずのポシェットがプラダに。。。なにやら裏で小さなタグをつけかえ
てくれていたようです。後日プラダ好きの先輩にポシェットを見られた
時に、「そんなのプラダから出たん？？知らんかった～いいなぁ」と言
われたので即座に「あげます」と言ったら本気で買い取ると言われ苦笑
しながらネタばらしをしました（笑）

今月の

プレゼント

こんにちは。
こんにちは。ハートホームの三浦
ハートホームの三浦です
三浦です。
です。
東日本では
東日本では、
では、大変なことが
大変なことが起
なことが起こり自然
こり自然の
自然の力のすごさをまざ
まざと見
まざと見せつけられました。
せつけられました。
被災された
被災された方
された方々に哀悼の
哀悼の意を表すとともに一日
すとともに一日でも
一日でも早
でも早い
復興を
復興を願っています。
っています。テレビを見
テレビを見ていて被災
ていて被災された
被災された方
された方々
のコメントのなかで復興
のコメントのなかで復興に
かって進んでいかれる姿
んでいかれる姿を
復興に向かって進
見て、「人間
、「人間って
人間って強
って強いなぁ」
いなぁ」って感
って感じます。
じます。みんなで力
みんなで力を合
わせればできないことはないなと思
わせればできないことはないなと思います。
います。
こんなとき、
こんなとき、僕たちも力
たちも力を合わせてがんばって行
わせてがんばって行きましょう。
きましょう。
三浦

高知で育った四万十ひのきは
他のひのきより油成分を多く含みます。
そのため使用後の水切れが早く、
いつまでも変色しにくい優れた素材です。
◆サイズ：24㎝×24㎝
住所、氏名、年齢、電話番号、アンケートの答えを
お書き添えの上、ご応募下さい。
＊締め切りは…平成23年4月20日消印有効です。

〒611-0002 京都府宇治市木幡須留1-189
株式会社 三浦建設 「HeartHome4月号プレゼント」係
office@kk-miura.com
＊件名にHeartHome4月号プレゼント係と入れてください!
㈱三浦建設は、
《チーム・マイナス６%》
に参加しております。

壁は漆喰(しっくい)、床、建具等をムク材で
仕上げたショールーム,生活雑貨のお店です。

『見てみたい』
『さわってみたい』
『聞いてみたい』

㈱ 三浦建設
当社

どうぞ、お気軽に
お立ち寄りください。

四万十ひのきのスタンドまな
四万十ひのきのスタンドまな板
ひのきのスタンドまな板

〒611-0002京都府宇治市木幡須留1-189
■TEL：0774-32-8483 ■FAX：0774-32-6730
■ＵＲＬ：http://www.kk-miura.com
■Office mail：office@kk-miura.com

