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 企業使命感

・私達は、お客様に感動を味わって頂きます。
・お客様の歓びが、私達の歓びであり
　　生きがいです。
・「ありがとう」と感謝しあえる
　お店づくりに全員が努力します。

地域の皆様に必要とされる快適創造企業を目指して。

A＆C が手掛けた「施工事例」のご紹介 廿日市市　K様邸

吊戸棚を撤去。キッチンを I 型に変えて垂れ壁も取り
除いてすっきり。圧迫感がなくなりました。

すっきりと見晴らしが
良くなりました︕

 今年は『ReSta r t の年』　　　代表取締役 　宮地 猛新年のご挨拶

告知 !! !　2 月イベント開催

①雪　②冬　③渋滞　④雪うさぎ　　 メールでも応募可能。
お名前・ご住所を
お忘れなく︕
　   2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】

めっきり肌寒くなりましたね。年末の大雪では交通状況がマヒし
てみたりと通勤や移動に大変な思いをされた方も多いのではない
でしょうか。さて今回はそれにちなんだ問題です。六花、不香の
花、銀花、風花、三白、八日吹き、これらは全て同じものを差す
単語です。それは何か、下からお選びください。

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スナッフル

うさぎの風邪といわれる症状は
どれかお答えください。

1月のクイズ…

わたや

お食事券

プレゼント

リフ
ォーム

今回おもに水まわりをリフォームされた K 様。
暮らしやすい動線にしようと洗面をくるりと 90 度向きを変え新設しました。
キッチンも L 型から I 型に変更して吊戸棚を撤去。すっきり快適空間です。

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

あけましておめでとうございます。
旧年は、格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

▼▼

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

毎日の朝礼で

みんなで唱和して

います！

設備の向きを変えすっきり！マンションリフォーム設備の向きを変えすっきり！マンションリフォーム

▼▼

「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。

2023 年　日の出（撮影︓宮島コーラルホテル） Af terAf ter

Af terAf ter

仕切りのある間取りで暗い印象だった
キッチン。

▲

お客様担当
山本

工事担当
大和田

フォロー ・ いいね ・ お願いします♪

2023 年 1 月  新春特別号2023 年 1月  新春特別号

詳細はイベントチラシをチェック !!!

昨年も新型コロナの第６波からスタートして夏の７波、
そしてこの年末年始の第８波と、コロナ渦に翻弄され続けた１年となりましたが、
このコロナ渦も終息に向かっているのではないでしょうか。

A＆C は『ReStar t』を今年の行動指針と位置づけ、コロナ渦で止まっていた
モノ・コトに対しスピード感を持ち取り組むことで
たくさんの笑顔づくり！お手伝いをさせていただきます。

お客さまに　従業員に　地域の皆様に
『あってよかった！ A＆C ！』と言っていただけます様
今年も、社員一同全力でチャレンジいたします。
本年もどうぞ宜しくお願いします。

Af terAf ter

注文住宅相談会
光熱費が抑えられて暖かい家
～トータルコストが安くなる省エネ住宅～

リフォーム相談会
お家の色んなお悩み解決します

プロに
学ぶ。

会  場　廿日市市物見西 2丁目　物見西モデルハウス（入口の看板が目印）

2/ 11 12土 日・ 10：00－16：00予
約
制

インテリア相談会

樗木　陽子

2/11（土）
ご予約制：先着 5 組様限定

好きなインテリアやテイスト、
まとめたいけどまとまらない！
バランスよく統一感を持たせる
方法をプロの目線でアドバイス！

ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

● 新築をお考えの方に !!!



冬の水やり

ブランケットをおしゃれに節分のおもてなし

みぞれ鍋
あっさり＆あったか♪胃に優しく美味しい一品

来月3日には節分があります。少し気が早いですが、今月下旬から少しずつ準備を始めておきましょう。節分には邪気を

祓う意味が込められています。こういった季節の行事を大切にして、その月ならではのおもてなしを楽しみましょう。

■恵方巻きの由来は？

すでに、多くのスーパーやコンビニでは恵方巻の予約

が始まっていますね。

そもそも恵方巻は、江戸時代末期に大阪船場の商人が

商売繁盛を祈願して始めたそうです。

１９９０年代に入りコンビニなどで発売されてから
節分には恵方巻という習慣が広まりました。

■鰯でおもてなし

中国の言い伝えで、節分には鰯（いわし）の頭を柊の枝で

刺したものを玄関に飾るという習慣があります。

鰯を焼くと出る激しい煙と臭いで邪気を祓い、柊のトゲで

鬼の目を刺すという魔よけの意味が込められています。

節分の由来など話しながら、鰯の甘露煮と巻寿司でおもて

なしも素敵ですね。

■具の数は決まっている！？

恵方巻きの具は七福神にちなんで７種類。

かんぴょう、しいたけ、きゅうり、うなぎ、伊達巻、

桜でんぶ、高野豆腐など、７種類の具を入れ、福を巻

き込むという意味があります。

■豆を飾ろう

節分に欠かせないのが

豆まきですが、大豆を

枡に入れて飾ってみま

しょう。

お花を入れた花瓶の横

に枡をいくつか置き、

節分のディスプレイに。

■ブランケットって？

ブランケットのケットは毛布の意味で、もともとは太

めの糸で編み込まれた厚手の毛布のことをブランケッ

トと言い、寝具として利用されていました。

現在、日本では寝具用に使う場合は毛布、羽織物やひ

ざ掛け、敷物として使う場合はブランケットとされて

いることが多いです。

暖かなお部屋で温かいスープを食べるひと時。気分がほっこりしますね。インテリアに用いても、気持ちが和みま

すよ。簡単コーディネートで楽しみましょう。

■ソファーのインテリアに

ひざ掛けとしてはもちろん、ちょっとおしゃれな柄の

ブランケットはソファーにかけてもおしゃれです。

見た目が温かく

なり、お部屋の

雰囲気がぐっと

素敵になります。

■フリースのブランケットは肩掛けに

フリースのブランケットは肩掛けにしてみましょう。

肩に羽織って胸のあたりで交差するところに大きめの

スナップをひとつつけます。

スナップを縫い付けた糸が見える上側には、大きめの

飾りボタンをつけます。

スナップで留まっているので家事も楽々で、カラフル

なブランケットが家事も楽しくしてくれますね。

■コタツカバーとして

大きなサイズのものならこたつカバーの上掛けとして

使えます。

こたつ布団の上に斜めにかけると、温かさも増して嬉

しいですね。

地植えの植木や花は日中に

日照時間が減り、気温が下がる冬の時期は、水やりにいっそう注意しなければなりません。簡単なようで難しい

のが冬の間の水やり。根腐れや病気にならないために、どんなふうにしたらいいのでしょうか？

朝晩の温度が低いうちに水やりをすると、葉が凍

ってしまい根が弱ってしまいます。１０～１３時

までの暖かい時間帯に水やりをしましょう。定期

的に雨が降っている時は水やりをしなくても大丈

夫。晴天が続いて、土が乾く日に水やりをしまし

ょう。

シクラメンには

シクラメンは球根に水がかかると新芽が腐ってし

まいます。水を溜めたバケツに鉢ごとザブッと浸

けると元気になります。

植木鉢は水やりをし過ぎない

観葉植物などは、1週間に1度、土の表面が乾いた

ら水やりをしましょう。鉢皿に溜まった水は必ず

捨てましょう。


