山店 ひさと しょうこ

岡

コメント

聞き慣れない名字のため、
よく名前と間違えられる
日里（ひさと）です。
お会いする機会は少ないですが
事務所で電話対応や事務処理をしています。

2019

日里祥子 プレゼンツ

「名前と役割があるよ。コレなんだ？」
気にした事は無いけど、言われてみれば
見た事がある…。「へぇ〜っ」っていう
事を紹介したいと思います。
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窓のお悩み
相談所
窓屋

TEL:086-241-6251
岡山市北区西長瀬1203-1
TEL:082-208-1122
広島市佐伯区五日市中央3-16-31

あけましておめでとうございます。
本年も窓屋をどうぞよろしくお願い申し上げます。
社長：妹尾隆弘

Q:

玄関ドアの上に
付いている部品

Q:

A: ドアクローザー

玄関や勝手口などのドアを開いた状態で保持したり、
ドアを自然にゆっくり自動的に閉める装置です。
別名「ドアチェック！
！」

装置の仕組み

交換対応
で 可能です

内部の油圧でゆっくり扉が閉まる仕組みに
なっています。その為、任意で扉を閉める
速度を変えることが可能です。故障すると
速く閉まったり、動作中に異音がしたりし
ます。
油漏れ？！

劣化により、油が漏れてく
る場合があります。修理は出来ない
ので新しく交換する必要があります。

Q:

店舗入口などの
ガラスに貼っている
丸いもの

ビルの窓にある
赤い三角「▼マーク」

A: 消防隊進入口

火災などの緊急時にこのマークの窓を割って救出活
動が行われます。
そのためこの窓の周辺に物を置い
てはいけません。

マネージャー：荒木裕行
広島店マネージャー：大森一輝

建物によっては消防隊進入口がない？！

はしご車が届く範囲（高さ31ｍ
以下）にある3階以上の窓には
消防隊進入口の設置が義務付け
されています。窓の大きさや、硝子の種類
等細かい規定もあります。ただし、非常用
エレベーターがある建物には消防隊進入口
はありません。
事前に消防署に確認する必要があります。

みんなのお尻を

Q: 優しく洗う便座
A: 温水洗浄便座

意外と透明ガラスに気が付かないでぶつかる

ウォシュレットじゃないの？

普通の速度で歩いていたとしても、ガラス
に衝突してしまうと、打撲やガラスの破損
に繋がり大変危険です。場合によっては、
もっと重大な事故にも繋がりかねません。

実はウォシュレットはＴＯＴＯの商品名で
あり正式名称は「温水洗浄便座」です。温
水洗浄便座と解った方はただものではあり
ません！

個性豊かな衝突防止シールもあります

保育園や小児科などでは人形
や花、動物園では動物の顔な
ど、遊び心をくすぐる衝突防
止シールもあります。

昨年はカープを観戦に行ませんで
昨年は家族で東京へ行きました。
したので今年こそは観戦して私の
新幹線や地下鉄、スカイツリーや
パワーをカープに送りたいと思い
浅草と娘には初体験のことばかり
ます。昨年はカープを観戦に行けませんでした
でした。その中でもＴＶで良く観ていた「すし
ので今年こそは観戦して、私のパワーをカープ
ざんまい」での食事は楽しそうでした。今年も
に送りたいと思います。
楽しく新しい体験が出来る一年にしたいです。

工事責任者：宮永要

▼マークの窓に内窓を設置したい場合

A: 衝突防止シール

ガラスがあることを示し、誤って衝突しないように注意
喚起するシールです。

昨年は西日本豪雨や台風、地震被害など災害の多い年となってしまいました。被
害に遭われた方へお見舞い申し上げます。
今年は平成から新しい時代に移り変わり、また2020年東京オリンピックを翌年に
控えて日本全体が高揚感に包まれる年であってほしいと思います。私個人としては
昨年秋から二人の息子が卓球をはじめたので、私も一緒に卓球を頑張ってみようかなと思って
います。今年も社員一同、窓のお悩み相談所として皆様の暮らしを快適なものに出来るよう頑
張ります。宜しくお願いします。

今年の春に新しい家族が増える予
定です。5歳の娘は、今からお姉
ちゃんモードになり、テンション
がＭＡＸです。名前も自分で決めたいと張り切
っています。家族が増えて忙しくなりますが、
お父さんは今以上に頑張りたいと思います！

事務：日里祥子

洋式便器に設置して、温水でお尻を洗浄する機能を
持った便座。

交換対応
で 可能です

これもＴＯＴＯ商品名

男性はご存じないかもしれませんが、女性
トイレには「音姫」というものが存在ます。
この音姫もＴＯＴＯの商品名で、正式名称
は「トイレ用擬音装置」です。

昨年の5月から復帰して、仕事に
子育てにと時間に追われる毎日で
した。2歳の娘にもいろんな経験
をさせてあげたいので、もっと時間を有効活用
できるように工夫します！体調を崩しがちだっ
たので、体調管理に気を付けて、健康第一で！

アドバイザー：長野由佳子
小さいころから偏食で、社会人に
なってからも野菜は特に苦手でし
た…。しかし！年を重ねたからな
のか、最近は野菜が美味しく感じられます☆今
年はトマトもナスもキュウリも沢山食べて、健
康的に過ごしたいです！

リーダー：道仙聡
毎日の晩酌を楽しみにしています
が、歳のせいか体重が徐々に増加
傾向…。特にお腹まわりが大きく
なってきてます(^̲^;)ビールを止める事は出来
そうにないので、今年はジョギングを定期的に
行い健康的な体作りをしたいと思います。

アドバイザー：香本昌輝
毎年の事ですが、マラソン・自転
車・トライアスロンなどたくさん
のスポーツをしていて大会にも出
場しています。学生のころからタイムが変わっ
ていないので、今年こそは全ての競技でベスト
タイムを狙うためにトレーニングを頑張ります！

アドバイザー：大河内愛子
今年は空いた時間にお菓子作りを
しようと思っています。昔から好
きでイベント時などに作っていま
したが、ここ数年はお休み中でした。挑戦した
い難関レシピがあるので、美味しくキレイにで
きたらブログでお披露目したいと思います！
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あけましておめでとうございます。
本年も窓屋をどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年は西日本豪雨や台風、地震被害など災害の多い年となってしまい
ました。被 害に遭われた方へお見舞い申し上げます。
今年は平成から新しい時代に移り変わり、また2020年東京オリンピッ
クを翌年に控えて日本全体が高揚感に包まれる年であってほしいと思い
ます。私個人としては昨年秋から二人の息子が卓球をはじめたので、
私も一緒に卓球を頑張ってみようかなと思っています。今年も社員一
同、窓のお悩み相談所として皆様の暮らしを快適なものに出来るよう
頑張ります。宜しくお願いします。

窓屋 広島店 スタッフ一同
マネージャー：大森一輝

▼マークの窓に内窓を設置したい場合

事前に消防署に確認する必要があります。
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に繋がり大変危険です。場合によっては、
もっと重大な事故にも繋がりかねません。

実はウォシュレットはＴＯＴＯの商品名で
あり正式名称は「温水洗浄便座」です。温
水洗浄便座と解った方はただものではあり
ません！

保育園や小児科などでは人形
や花、動物園では動物の顔な
ど、遊び心をくすぐる衝突防
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これもＴＯＴＯ商品名

男性はご存じないかもしれませんが、女性
トイレには「音姫」というものが存在ます。
この音姫もＴＯＴＯの商品名で、正式名称
は「トイレ用擬音装置」です。

2019年、4回目の年男です！
今年はいろんな事を「変化」させ
る年にしたいと思ってます。ま
ず最初は「祝日を定休日にする」
こと。スタッフにゆっくり休んで、遊んでリフ
レッシュしてもらい、お客様の為に全力疾走で
きるようにという思いです。僕自身も思いっき
り働いて遊ぶ、猪突猛進の一年にしたいと思い
ます。

アドバイザー：増田慎
昨年は筋トレを毎日やると心
に決めていたのですが、いつ
の間にかやめてしまいぽっち
ゃり体系に磨きがかかってし
まいました。今年こそは毎日腹筋50回をし
て理想的な逆三角形体型になってみなさん
を驚かせたいと思います。

アドバイザー：岡本麻希
のんびりすることが大好きな
ので、昨年は休日もあまり出
かけず自宅でゆっくり過ごす
ことが多い1年でした。
行きたいお店はたくさんあるので、今年は
引きこもらず色々な所に行ってみようと思
います☆主にスイーツのお店なので食べ過
ぎには注意したいと思います！笑

アドバイザー：山崎理妙
昨年は無水鍋やたこ焼き器を
買って満足してしまい、一度
も使用する事がないまま1年
が終わってしまいました。
今年こそは眠っている調理器具を活かして
美味しい料理を作りたいと思います。
※昨年の12月から産休をいただいています。今後ともど
うぞよろしくお願い致します

シャワー用軟水器： ア ク ア ソ フ ト
ご自宅の水栓とシャワーの間に取付けることで
自宅のシャワーが硬度ゼロの超軟水になります

楽 し く ！ 美 味 し く ！ バ レ ン タ イ ン デー ♪
みんな大好きチョコレート
寒い冬は一段と美味しく感じる季節です

カサカサの原因となる「硬度
成分」を取り除いているた
め、しっとりすべすべになり
ます。乾燥や肌トラブルに悩
んでいる方に喜んで頂いてい
ます。

2：髪がつやつや
軟水は石鹸との相性が良いの
で、石鹸カスを出さずに泡立
ちが良く、地肌までしっかり
洗浄できます。洗浄後はリン
スをしたようにつやつやな
髪！

3：お風呂がぴかぴか
カビの餌となる石鹸カスの発
生を抑えるので、赤カビなど
を繁殖させずいつもきれいな
状態に保てます。さらに硬度
成分を取り除くため、白い水
垢もつきにくい！

Q2:設置に大がかりな工事は必要ですか？

今のお風呂に簡単に設置することが可能です！
取付専用の工具などが同梱されているので、お客様ご自身で設置可能です。取付が困
難な場合は、有償となりますが窓屋さんでの設置も可能です。
Q3:お手入れ（メンテナンス）
って大変ですか？

ご家庭にある2ℓ用のペットボトルにメンテナンス材（塩）を溶かし、本体に注ぐ
だけです。所要時間は5～10分程度です。ハウステック製のメンテナンス材も販売し
ていますが、スーパーで売っている3キロ￥500くらいの塩でもご使用いただけます。
1回のメンテナンスで1200ℓの軟水を使用していただけますよ。
Q4:【1200ℓの軟水】
って、なかなか想像がつきにくいのですが、具体的にはどれくらいの量なのでしょうか？

シャワーを出している時間など、ご家庭によって様々なので一概には申し上げにくい
ですが、通常の使用量で4人家族だと約1週間分です。
つまり、週に1回のメンテナンスで、毎日軟水を使用していただけますよ。
やっぱり魅力的な商品ですね。人気急上昇なのも納得です！
「シャワー用軟水器：アクアソフト」は窓屋で取扱いをしていますので
もっと詳しく聞きたい！
！という方は窓屋へお気軽にご連絡ください。

窓屋
エコ活動

‼

‼

ペットボトルキャップの回収

※実際のペットボトル受領書です※

地球温暖化が世界規模で問題になっており、弊社で
も「社員全員でエコ活動しよう！」と、ペットボト
ルキャップの回収を行いました。
ペットボトルキャップがたくさん集まったので、エ
コキャップ推進協会様に搬入をしたところ、なんと
4,666個もありましたっ！

回収されたキャップはプラスチック製品を作る際の原料になったり、原料の売却利益がユ
ニセフに寄付されて世界中の子供達のワクチンになったり、途上国支援を行っている機関
にも寄付をされ、医療支援に使用されたりするそうです。
もしキャップをゴミとして焼却した場合、全て二酸化炭素になってしまうだけ…。
小さなことですが、これからも続けていきたいと思います。

愛の告白だけじゃない

1：肌がすべすべ

9.3

﹁友チョコ﹂
↓友人同士で贈りあう
﹁シェアチョコ﹂↓仲間と一緒に食べる
﹁ご褒美チョコ﹂↓ちょっと高級なチョコ
を自分のご褒美に
﹁ファミチョコ﹂↓家族で贈りあう

岡山県の水道水には【47㎎/ℓ】の硬度成分（カルシウムやマグネシウム）が含まれ
ています。「シャワー用軟水器」はこの硬度をほぼ「0」にして軟水にします。
軟水で体や髪を洗浄すると、嬉しい効果が3つもあるんです！

また︑近年は告白したい人へ﹁本命チョコ﹂を
贈る女性はわずか ％！バレンタインは︻告白
する日︼から︻感謝の気持ち︼を伝える日にな
ってきています︒

Q1:早速ですが大城さん、
「シャワー用軟水器：アクアソフト」について詳しく教えてください！
！

海外のバレンタイン事情

商品名/シャワー用軟水器 アクアソフト
型式/ＢＡＱ-Ｓ１２０１
本体寸法/幅12×奥行23×高さ25（ｃｍ）
質量/3.5kg
軟水量/1,200ℓ以上
メンテナンス周期/週1回（4人家族の場合）
定価/￥88,000（税抜）
窓屋価格/￥74,800（税抜）

日本だと女性が男性にチョコレートを渡すイベ
ントとして知られていますが︑これは日本独自
の文化︒﹁義理チョコ﹂も日本ならでは
或は︑友人として男女
海外では男性が女性へ …
関係なく︑お互いに贈り物をする日となってい
ます︒内容もチョコレートだけでなく︑花束や
手紙と一緒に贈る事が多いみたいです︒

おおぎ まさき

皆様初めまして！ハウステックの大城真樹です。
休日は愛犬（柴犬）と１日中たわむれています。
水回りの設備機器を製造し続けて創業55年！
なんでもお気軽にご相談ください。

気になるチョコレート

肌トラブルに
悩んでいる方に
是非使ってほしい！！

この時期になると普段とは違った特別なチョコ
レートがたくさん販売されます︒今時はフレー
バーを楽しむものが注目株で︑特に和の香りが
人気です︒日本酒・ゆず・ワサビなど …
︒想像
がつかないのでどんな感じか試してみたくなり
ますね︒

最近話題の「シャワー用軟水器」について
メーカーさんである：ハウステックの大城さんに
お話をきいてみましたー！
！

まるで化粧水で
体を洗っている
ような感じ！！

