
今回、私がおすすめするのは、北野エースのレトルトカレー
です。北野エースとは、地方でしか見かけないようなご当地
商品を豊富に揃えた、見てるだけでも楽しい人気のスーパー
です。中でも200種類以上のカレーを本のように並べた「カ
レーなる本棚」は圧巻で、店内に入るとパッと目を引きます。
たくさんのカレーの中から私がご紹介するのは、京都の同志

社大学と北野エースがコラボレーションして作った京都 三位
一体カレーです。こだわりぬいた丹波牛や糖度の高い京ト
マトと同志社ワインを使い、スパイシーな中にもまろやかな甘
みと旨味を感じる最高に美味しいカレーです！
お高めな価格ですが、ちょっと贅沢したい日など
に一度召し上がってみてはいかがでしょうか。

スタッフ田久保が、ず～っと以前から気になっていたというお店に行ってきま
した。風間街道沿いですが、ちょっと引っ込んだところに建っているのでうっ
かり通り過ぎてしまいました（笑）それにしてもお店も庭もおしゃれで素敵！
わたしがいただいたランチ「手ごねハンバーグ」は、よく見る肉汁がジュワ～
とあふれる感じではなく、ボリュームがありながらもあっさり食べやすく、わ
たし好みでおいしかったです。田久保がチョイスした「ビーフシチュー」は、
ゴロンとしたお肉が一口食べるとホロホロにくずれ、牛肉と野菜の旨味が
溶け込んだ濃厚ソースとの相性が最高とのことで、念願のランチを食べられ
喜んでいました。気分が上がったわたし達はデザートもオーダー。2種の自
家製シフォンケーキ、たっぷりのフルーツ、ミニパフェ・・・お皿いっぱいに盛ら
れたデザートがテーブルにのせられた瞬間、2人で「わぁ～☆」と歓喜の声を
あげました。もちろん美味しかったです。外観良し、味も良し、居心地良しの
満点カフェでした。オーナーの手作りカレーも人気みたいですよ。 吉田

カフェ・テルセール

念願のキッチンリフォームができました！

22年使っていたキッチンが老朽化し、汚れなども気に
なっていました。そんな時、主人がスマイルで「システム
キッチン大特価セール」を知り即申込みました。キッチン
を見るためヤマシナショールームにも足を運びすらすら
と話がまとまりました。キッチン入替えを機にモノをかなり
処分したので、新しいキッチンの引き出しはどこに何をし
まったか分かりやすいです。
また、冷蔵庫と並べて
動線も良くなりました。
イエローのキッチンは
全体を明るくしてくれて
います！

〈鎌ヶ谷市東初富 S様〉

＊＊＊お客様の声＊＊＊

美味しいもの大好きな私が
話題の食品やお取り寄せ
サイトなどをご紹介します♡

川瀬

京都 三位一体カレー
200g（1人前）754円 (税込)
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シロアリは居心地良い浴室が大好き！

■シロアリは古くて水分がある木材が大好物。
条件が揃う浴室は、住まいの中でも蟻害をうける場所ナンバー１です。

■シロアリは隙間から入ってくる習性があるため、タイル張りの浴室は目地の隙間
から侵入しやすくなります。また、経年劣化でタイルが欠けていたりコーキングが
剥がれていると、水が漏れて、床下や壁の中でシロアリの住みやすい環境がで
きてしまいます。

■まずは浴室内でシロアリ被害が多いベスト3をチェックし、
サインがでていないか確認しましょう。
①浴室出入口ドアまわり ➁窓台 ③浴槽の角の柱部分

守屋工事長のためになるブログ

千葉県白井市根1922-9
TEL. 047-402-2239
水曜定休11:00～18:00
※営業時間・定休日は
変更となる場合あり

精度の高い防蟻処理は、既存の浴室を壊し土台や柱がむき出しになった
状態でしかできないのでリフォームのタイミングでやるのがベストです。
浴室リフォームを検討される際は、ぜひ参考にしてください。

施工事例

シロアリ発生
のサイン

ヤマシナホーム
ぺージはお役立ち
情報がいっぱい！

安全大会を開催！〈6月10日〉

スマイル Vol.106

〈シロアリ被害に遭った場合の浴室リフォーム〉

1.木部の腐れ、傷み具合を確認
2.補修工事
3.防蟻処理
4.ユニットバス交換

シロアリは入梅時期から活動を活発化させますが、今年は例年より早く被害に関する
ご相談がきています。シロアリが特に発生しやすい場所は浴室。リフォーム工事の際、
タイルを剥がした時に初めてシロアリの被害に気づく方もいます。そこで今回は、浴
室のシロアリ対策について事例を交えながらご紹介いたします。

●浴室にカビが発生している
●タイルにヒビが入っている、または
コーキング(隙間充填剤)が切れている

●浴室の床がふわふわしている
●窓から羽アリが出入りしている

シロアリ防除の
薬剤を注入

窓台の腐れ
(タイルを解体した状態)

浴室出入口ドアまわり
(入口の床をはがすとシロアリ
によって下地がボロボロに…)

Before After

カレーなる本棚

これは“使用開始から10年前後で、安全に使用できる
期間を終了する時期”に合わせて点滅するようです。
点滅したままでも故障がなければ継続して使用できま
すが、気になる方はメーカーに製品の状態確認と点検
をしてもらってください。ただし有料となりますので、お
問い合わせの際、金額を先にご確認ください。

《シャワートイレの表示ランプ点滅》
ご自宅のトイレに温水洗浄暖房便座を取り付けているお
宅も多いかと思います。我が家でも10年前からINAXの
シャワートイレを取り付けていますが、近頃、洗浄強さの
表示ランプが高速で点滅するようになりました。
突然の点滅に驚きますが、これは「点検時期お知らせ表
示機能」でメーカーによると以下のための機能だそうです。

・長年の使用で製品が安全に使用されているか
・部品の劣化故障がないか点検時期をお知らせする

点滅中

お知らせ表示機能
はトイレによって変
わります

安全大会とは、建設労働者の事故や災害を防ぎ、安全
への意識づくりを行う決起集会のことです。

職人、メーカー、ヤマシナ社員、総勢67名が参加し、今
年は本社会議室と公共施設会議室の2会場をリモート
でつなぎ、密をさけたハイブリット形式で開催いたしまし
た。安全大会では、現場で発生し
た事故や熱中症対策、乗車前後
の酒気帯び確認義務化などにつ
いて説明をしました。また、日頃よ
り安全活動や品質向上において
特に尽力してくれた職人に、感謝
状と記念品の贈呈をいたしました。

三位一体、チームヤマシナとして、
今後もより良い現場づくりができる
よう努めていきたいと思います。

おススメの店

▲手ごねハンバー
グ(サラダ・スープ・
ドリンク付)1320円

ハーフ&ハーフ
1300円

※すべて税込

ビーフシチュー
(パンorライス付)

1628円▲

北野エースWEB SHOP
からも購入できます♪



７/３１ １ 仏滅 ２ 大安 ３ 赤口 ４ 先勝 ５ 友引 ６ 先負

７ 仏滅 ８ 大安 ９ 赤口 １０ 先勝 １１ 友引

山の日

１２ 先負 １３ 仏滅

１４ 大安 １５ 赤口 １６ 先勝 １７ 友引 １８ 先負 １９ 仏滅 ２０ 大安

２１ 赤口 ２２ 先勝 ２３ 友引 ２４ 先負 ２５ 仏滅 ２６ 大安 ２７ 友引

２８ 先負 ２９ 仏滅 ３０ 大安 ３１ 赤口 ９/1 ２ ３

６/２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ 友引 ２ 先負

３ 仏滅 ４ 大安 ５ 赤口 ６ 先勝 ７ 友引 ８ 先負 ９ 仏滅

１０ 大安 １１ 赤口 １２ 先勝 １３ 友引 １４ 先負 １５ 仏滅 １６ 大安

１７ 赤口 １８ 先勝

海の日

１９ 友引 ２０ 先負 ２１ 仏滅 ２２ 大安 ２３ 赤口

２４ 先勝

３１ 先負

２５ 友引 ２６ 先負 ２７ 仏滅 ２８ 大安 ２９ 先勝 ３０ 友引

ヤマシナ

夏まつり

9:00～15:00

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※次号スマイルは２０２２年９月にお届けします。

フリーダイヤル0120-427-137 FAX 047-446-1106
〒273-0123千葉県鎌ヶ谷市南初富6-5-65 
ヤマシナHP   http://yamashina-shoji.com/
リフォーム http://www.yamashina-reform.com ヤマシナのリフォーム 検索

ヤマシナフェイスブック 検索

【零戦の日】７月6日。1939年のこの日、零式艦上戦闘機（れいしきかんじょうせんとうき）の試験飛行が始
まった。零戦（れいせん）、ゼロ戦の略称で知られている。海軍の要求で堀越二郎が設計し、連合国側の米
英の戦闘機に対し優勢に戦ったことから敵パイロットから「ゼロファイター」と呼ばれた。当時の日本の軍用
機は、採用年次の皇紀下2桁を名称に冠する規定になっていた。零戦の「零式」との名称は、制式採用され
た1940年（昭和15年）は皇紀2600年にあたり、その下2桁が「00」であるためである。

●営業時間 ９：００～１７：００
●休業日 土・日・祝日
〈リフォーム相談ご予約〉０１２０－４２７－１３７
※HPお問合せフォームからも受付いたします。

【かっぱえびせんの日】8月10日。「かっぱえびせん」は1964年、創業者である松尾孝が、瀬戸内海で獲れた小
えびが海辺で干されているのを見て｢幼少期に母親が作ってくれた小えびのかき揚げのおいしさをお菓子に
できないか｣という想いから着想。当時まだ栄養が不足しがちだった日本人の健康を願うお菓子として生まれ
た。「かっぱえびせん」のキャッチコピーである“や（8）められない、と（10）まらない”にちなみ、この日を「かっ
ぱえびせんの日」と制定した。時は流れ、発売から58年目を迎えた現在も人気のスナック菓子である。

(株)ヤマシナ商事

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

日 月 火 水 木 金 土

１
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
３０ ３１

ヤマシナ夏季休暇

LINEだと写真送信やご相談・お
見積り依頼がカンタンです。まず
は友だち登録をして、トークメッ
セージからご連絡ください！


