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株式会社 A＆C の

ホームズ部門より

毎月お届けする

住まいと暮らしのかわら版
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https://www.ac-homes.jpHP

新築注文住宅

https://www.ac-reform.jp/HP

リフォーム・リノベーション

acreform@ac-homes.jp TEL. 0829-55-0383    FAX. 0829-50-0852

資料請求・お問い合わせは

グループ

〒739-0437
広島県廿日市市大野中央 3-3-5
TEL.　0829-55-0355

■飲食部門
割 烹
宅 配
〒739-0437
広島県廿日市市大野中央 3-3-5
TEL.　0829-50-0850

■仕出し部門

〒739-0411
広島県廿日市市宮島口 1-9-8
TEL.　0829-56-0555

■宿泊部門

〒739-0437
広島県廿日市市宮浜温泉 1-21-48
TEL.　0829-50-0129

〒739-0454
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

住まいは一生の宝物です。
お客様に満足してもらえる
住まいづくりを目指し、
一生懸命頑張ります。

笑顔の絶えない、住まいづくりを
全力でサポートいたします。

資格︓リフォームスタイリスト 3 級
       福祉住環境コーディネーター 3 級
趣味︓ボーリング   血液型︓A 型

突撃取材班が行く！
突撃取材班が行く！

茶林さんは地元の高校を卒業後

A＆C に入社。 今年で６年目を

迎えます。 一番の若手という事

もあり、 モデルハウスの旗が倒

れただの、 分譲地の草が伸びす

ぎただのという困りごとがあれば

ついついお願いしてしまったり…。

嫌な顔もせず作業してくださって

いつも本当に感謝しています。

これからも若いパワーで A＆C を

盛り上げていって欲しい存在です

(^ ^♪( ^ ^♪( ^ ^♪

A＆C が手掛けた「施工事例」のご紹介 安芸太田町  K 様邸

すっきりと見晴らしが
良くなりました︕

  「困ったときにはついつい頼ってしまう︕」   茶林　一真今月のスタッフ

リフォーム・注文住宅 相談会

①平清盛　②後白河法皇　③菅原 道真　　
メールでも応募可能。
お名前・ご住所を
お忘れなく︕
　

   3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】

梅の花が咲く頃となりました。梅は、寒さに強く枯れないという事で
昔から縁起の良い花と言われています。実はあのすっぱくて美味しい
梅干しに。種の中の白い実は天神様だとも言われます。では、平安時
代の京都、怨霊ではないかと恐れられた一方、一般農民からは水の恵
みを与える「天神」として崇められた歴史上の人物は誰︖

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…①雪

六花、不香の花、銀花、風花、
三白、八日吹き、これらは何を
差す言葉でしょうか。

2月のクイズ…

わたや

お食事券

プレゼント

リフ
ォーム

寒い地域にお住まいの K 様は、広縁の大きな掃出し窓が単体の一枚ガラス
で外気が入り、暖房が効きにくいというお悩みを抱えていらっしゃいました。
しかも昔ながらの工法で軒裏と垂木の間に隙間があり、風も虫も入り放題。
傾いていた壁を垂直に、床は水平に調整し、断熱性の高い二重サッシに取替え
ました。上の隙間を埋めて広縁も断熱材を入れて貼り換えて、冬でも暖かく、
光熱費を抑えられる家に生まれ変わりました。

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

現場管理、リフォームのお手伝いから分譲地の草刈りまで　

この工事の他にも、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. instagram.
com/actechnohouse/

イベントニュース

2/11（土）.12（日）に行われました
リフォーム＆注文住宅相談会の様子を
お伝えします。

「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

ご来場ありがとうございます！

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

会場︓廿日市市物見西モデルハウス

ガラポン抽選会や福袋の
プレゼントも︕

モデルハウスでの相談会には
たくさんのメリットが︕

最新のキッチンやお風呂など現物をご覧いた
だきながらの相談なので実際のイメージが
湧きやすいとご好評いただいています︕

日本語って
美しい！

ac@ac-homes.jp

一度に仕事が

集中するときは

大変ですが、パートスタッフ

さんに手伝ってもらいながら

頑張っています！上棟工事中を

激写 !!!

枠の歪みを最大 4cm 調整して高断熱サッシを新設！枠の歪みを最大 4cm 調整して高断熱サッシを新設！

▼▼ ▼▼

▼▼

Before Af terAf ter

Af terAf ter

Af terAf ter

単体ガラスサッシ 二重サッシに変更

軒裏と垂木の間
この部分の隙間を塞いで
風や虫の侵入を防ぎます

長い広縁にも断熱材を入れて縁の下からの外気をシャットアウト︕



冬の庭をにぎやかに

配色で理想のお部屋におしゃれ畳

白菜とチーズのアツアツ焼き
二日酔いや肝機能向上にも効果的！

畳が傷んでリフォームを考えている方、和室を洋室にリフォームするのではなく、おしゃれな畳で新しい和室を作

ってみませんか？

■畳で様々な和室スタイル

近年、和室のスタイルはとてもバラエティ豊か。畳表

もさまざま素材や色目のものが多く、縁もカラフルで

デザイン性の高いものがたくさんあります。

様々な色や素材を組み合わせることにより、和室全体

をスタイリッシュにコーディネートできるのです。

畳というより、ラグマットのように、畳を敷きつめる

■メリット・デメリットは？

○メリット１：個性的な演出

縁のない畳で開放感を。カラー畳でアクセ

ントを。自由な発想で新しい和室のスタイ

ルを作り上げることができます。

○メリット２：広い用途

和洋折衷の雰囲気を出せるので 、和室とし

てだけでなく 、リビングのくつろぎ空間に

も畳を活用できます。

△デメリット：メンテナンス

裏返しや掃除など定期的なメンテナンスが

必要になるものもあります。素材によって

　メンテナンスの仕方も様々です。

と言った感覚に近いの
かもしれません。

どんなに個性的でも、
畳は畳なので、機能性
もしっかり兼ね備えて
います！

お部屋の雰囲気は色の組み合わせを変えるだけでガラっと変わります。あなたの理想はどの組み合わせですか？

■ピンクと茶色

全体的に甘い雰囲気になります。

ソファーやベッドカバーなど、メインになる色を茶

色でまとめましょう。

茶色は気持ちが落ちつきますよ。

アクセントカラーとして、クッションや枕カバー、

絨毯などをピンクで揃えてみましょう。

ピンクは気持ちが穏やかになり、元気が出る色です

が、使いすぎない事がポイントです。

■黒色と赤色

大人のシャープな雰囲気を出すなら黒色と赤色。

テーブルや棚などを黒色で統一して、クッションカ

バーなどを赤色にします。

赤色をアクセントカラーに使うと元気が出ますよ。

赤いバラや赤いカーネーションなどを飾っても素敵

です。

■黒色と水色

意外と合うのが、黒色

と水色です。

水色を使う部分を全体

の約１割くらいの量に

まとめると、ビビット

なアクセントカラーに

なり、おしゃれです。

■黄緑色と茶色

大人の落ち着いた雰囲気です。

黄緑色の清涼感と活き活きした暖かみのある色に、

包み込むような落ち着いた茶色がよく合って、しっ

くりとおしゃれな色使いになります。

冬の庭がにぎやかになるように、寄せ植えを作ってみましょう。

■プリムラジュリアンの寄せ植え

サクラソウ科の可愛いお花で、寒さに強
く、春先まで楽しめます。ビオラやワイ
ヤープランツ、シロタエギクなどと一緒
に寄せ植えしてみましょう。

■クリスマスローズを植える

早春に楽しませてくれるクリスマスロー
ズは、高級感があって素敵です。種類の
違うクリスマスローズ２～３株を寄せ植
えしてみましょう。

・土は専用の土を使いましょう
ない場合は、赤玉土５～６、腐葉土３
～４、軽石（鹿沼土）１～２の割合で
配合します。

・毎年植え替えましょう
秋に一回り大きな鉢に植え替えると、
株が大きくなり花芽が多くつきます。


