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広島県廿日市市宮浜温泉 2-2-1
TEL.　0829-50-0808

■温浴部門 ■宿泊部門

■建築部門
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西

お客様にとっての大切な
住まいづくりを設計という
立場から精一杯お手伝い
させていただきます。

「頼んで良かった」と思って
いただけるよう一生懸命頑張ります。

大切な住まいづくりを精一杯お手伝いいたします。

趣味︓旅行、お菓子作り／血液型︓O 型

突撃取材班が行く！
突撃取材班が行く！

木岡さんは地元のデザイン専門

学校を卒業後Ａ＆Ｃに入社。

入社７年目となる、 主に新築住宅

の設計をしている方です。

趣味はパン屋さん巡り。

最近は佐伯区皆賀にある某施設内

のパン屋さんにはまって足しげく

通っているんだとか。

休日に眺めの良いお店で珈琲を

いただきながら美味しいパンを

かじってのんびり過ごす…♪

心地よい情景が浮かんできます♪

A＆C が手掛けた「施工事例」のご紹介 廿日市市　K様邸

吊り戸と垂れ壁で視界
に圧迫感のある施工前

すっきりと見晴らしが
良くなりました︕

  「設計部門のこれからを支える」 木岡　智悠今月のスタッフ

第 34 回リフォーム祭

①メラノーマ　②スナッフル　③フィラリア　　 メールでも応募可能。
お名前・ご住所を
お忘れなく︕
　   1月15日締切り

〒739-0437
廿日市市大野中央3-3-5 
株式会社Ａ＆Ｃ『快適通信』 係まで　

正解者の中から抽選で５名様に
『わたやお食事券2,000円分』を
プレゼント｡ご応募お待ちしております。

【先月の問題】

来年は、卯（うさぎ）年。子どもの頃、小学校の校庭で飼育していた
のを思い出します。最近ではペットショップでも長毛や大型、小型と
様々な種類を見かけます。人間に良く慣れ飼いやすいといわれるうさ
ぎ、病気にかかった時もちゃんとお世話してあげたいですよね。
では、うさぎの風邪といわれる症状はどれかお答えください。

頭の体操ちょっと一息◆A＆Cのなるほど～なクイズコーナー わたやお食事券2000円分ＧＥＴ

先月の答え…②寒くなり生産できる養分が減るため

秋に木々が赤や黄色に美しく紅葉
するのはなぜ︖

12月のクイズ…

わたや

お食事券

プレゼント

リフ
ォーム

キッチンに立ってリビングを見渡す位置に吊り戸があり、少し圧迫感を
感じられていた K 様。すっきりとしたお洒落なキッチンにしたい︕という
ご要望をいただきました。新設したキッチンまわりのアクセントクロスは
お施主様のこだわりポイントです。

一級 建築士事務所 /広島県知事登録 21(1) 第 5157 号　　建設業 /広島県知事 ( 特 -3) 第 33676 号　　宅地建物取引業 /広島県知事 (10)5285 号

大切なお客さまのマイホームを丹精込めて設計　

他にも、インスタに施工事例をご紹介しています。

ぜひ、チェック、フォローお願いします♪

Ａ＆Ｃ公式
インスタグラム

【actechnohouse】
https ://www. inst

agram.com/ac
technohouse/

イベントニュース

設計の仕事は

地道ですが完成した

住宅を実際に目にすると

感動しますよ！
もうすぐ

2023年

まかせて！

ﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ

新年の営業日についての
お知らせ

2022年もご愛顧いただき
ありがとうございました。

年末は12月27日（火）まで
年始は1月5日（木）から

の営業となります。
急な工事のお問い合せは

①各担当携帯電話
②本社0829-55-0383
までご連絡下さいます様

お願いいたします。

先日行われましたリフォーム祭の様子をお伝えします。
多数のご来場ありがとうございます。

今回協力いただいた業者一覧
◆パナソニック
◆ウッドワン
◆リクシル
◆タカラスタンダード
◆三協アルミ
◆四国化成
◆TOTO
◆日本トリム
◆mbs（外壁塗装）
　　（順不同 / 敬称略）

in 廿日市市商工保健会館交流プラザ

見晴らし抜群！マンションのキッチンリフォーム見晴らし抜群！マンションのキッチンリフォーム

▼▼ ▼▼

▼▼

Af terAf ter
Before

2023 年は 5 月開催予定︕

各メーカー
イチオシの

水まわり商品

　　これからも末永く

お客様に喜んでいただけるよう

頑張ります !!!

Af terAf ter

施工中

無垢の建材など
バリエーション

豊富に展示

真剣に
お打合せ中

etc .

「ペーパーレスにご協力ください。」

https://l in.ee/sepTMh0

快適通信を  　　で !

は、こちらから⇒

A＆C リフォーム公式 LINE の 
お友達登録

定休日のお知らせ

毎週水曜日

営業部は毎週水曜日を定休日とさせて
いただいております。
急な修理等お急ぎのご用件は、
　　０１２０-３０１-２０７まで
宜しくお願いいたします。

お客さま担当︓宮島お客さま担当︓宮島 工事担当︓古川工事担当︓古川

２０２２年

１２月号



風邪の予防に金柑を植えよう

豆皿を上手に使おうインターホン

卵とベーコンのココット
寒い夜にほっこりとあったかくなる♪

玄関は幸せの入り口。我が家に来てくださるお客様とスムーズなコミュニケーションをとるために役立つのがイン

ターホンです。セキュリティー対策にもなる最近のインターホンはどんな進化をとげているのでしょうか。

●見やすい大画面、夜でもハッキリ

画面が大きく高画質なので、来訪者をしっかり確認で

きます。

広角レンズ搭載で、170度までの範囲を移すものもあ

り、広い範囲を映します。

また高感度カメラなので、夜間でもＬＥＤライトを付

けなくてもハッキリ。

●録画機能

来訪者の姿や音声を録画し、留守の時でも

誰が来たのかチェックすることができます。

●ボイスチェンジ機能

防犯対策として、女性の声を低く変換して

くれるものもあります。

しつこいセールスやイタズラへの対策とし

て役立ちます。

●インターネットと繋げて便利に

モニター親機をインターネットにつなげると、家の中

でも外出先でもスマートフォンでリアルタイムに来訪

者に応対出来ます。

また、家族とのコミュニケーションにも使えて便利。

地域の気象警報や自然災害をアラートでお知らせして

くれる機能がついた機種もあります。

●子機がついている

ワイヤレスの子機があれば、

家中どこにいても対応が出

ます。

また室内通話にも便利です

よ。

見た目の可愛さに、つい買ってしまう豆皿。しかし、使いにくさを感じてしまい、食器棚の奥に眠りがちではあり

ませんか。来年からは上手に使ってみましょう。

■薬味入れには重宝するけれど

手のひらサイズの豆皿は、模様を見ているだけでも

可愛いですね。

しかし、実際に使うとなると、薬味を入れるくらい

にしか使えていないのが現実です。

薬味入れ以外の使い方を工夫してみましょう。 ■おしゃれに普段使いを

お酒を楽しむ際のナッツやチーズなどのおつまみを

ちょこっと盛って、テーブルの上に。

チーズにきゅうり、ミニトマトなどをつまようじで

挿して、ビンチョスにしても可愛いですね。

お客様には、キスチョコやマーブルチョコ、金平糖

など、小さいこまごまとしたお菓子を豆皿に入れて

出すのもお勧めです。

豆皿は和風以外にも北欧風や中華風など様々なデザ

インがあります。

アクセサリー入れとして使っても素敵ですよ。

■お正月はひと口おせちに

重箱を中央に置いて取り皿で食べるのが日本の主な

習慣ですが、折敷に豆皿をいくつも並べて、黒豆や

かずのこなどをちょこちょこ並べてみましょう。

コロナ対策のためにも、豆皿に小分けにしたほうが

より安心ですよ。

お年始のお客様にも喜ばれます。

金柑（キンカン）は、のどの痛みや咳止め、風邪の予防に効果があるといわれる、中国原産の常緑の木です。
お庭に植えてみてはいかがでしょうか。

キンカンを育ててみましょう キンカンの選び方と効能

放置すると２ｍ以上にもなり場所を取りますが、
込み合った枝を切り取って育てると、太陽が適度
に当たり、実つきがよくなります。

耐寒性は中程度で、関東以西なら庭植えも可能で
すが、寒い地方ではコンテナ植えにして陽だまり
で育てると冬越しできます。

７月頃に白い花を咲かせ、１月～３月頃がキンカ
ンの実の旬です。

観賞用に多く栽培されているのはマルキンカン、
ナガミキンカンなどで、ミニ盆栽などに仕立てら
れているのはマメキンカンです。

生食で楽しむには、ニンポウキンカンなどの甘み
の強いキンカンを選ぶようにしましょう。

キンカンの薬効の多くは皮にあり、風邪予防の他
にも、毛細血管の強化や動脈硬化の予防に効果が
あるといわれ、さわやかな香りには気持ちの落ち
込みを和らげる作用
もあるようです。

西に黄色の実のもの
を置くと金運が上が
るともいわれている
ので、キンカンの鉢
植えを一鉢置いてみ
るのもいいかもしれ
ませんね。


