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福岡県在住。
2018年4月宗像市に 
宗像市に 絵本deえがお 美術館 オープン
毎週土日／12:00～18:00
ホームページ https://metchabooks.org
ブログ https://metchabooks.org/blog/

広報室だより

長崎材木店リフォーム事業部  広報室

　何十年に一度の記録的な雨・暑さ。そんな表現を何度も耳にした夏を通
り抜け、朝夕に涼しげな虫の音が気持ちを和らげてくれる季節になりまし
たね。皆様お元気にお過ごしでしょうか？
　今回の「スマイルフォト」に素敵な笑顔を見せて頂くのは、東区にお住い
のＹ様ご夫婦です。弊社とはもう15年以上のお付き合いを頂いています。

今回は、息子様ご一家と同居される準備で、二階の二間の改修工事
をご依頼頂きました。
「長崎さんは職人さんが本当にいいよ」「色々聞いても丁寧に説明し
てくれて、聞いていて本当に楽しい」奥様も「もう長崎さんがいるか
ら安心よ」と本当に嬉しいお言葉を沢山頂きました。Ｙ様こちらこそ
いつも、スタッフの体調まで気にして頂いて有難うございます。
　とってもお元気で、今流行りのＤＩＹもお得意です。素敵な棚や奥
様手作りの切り絵が、Ｙ様のお宅に温かい空間を演出していました。
夢があってエネルギッシュで、本当に素敵なご夫婦です。
　Ｙ様、今後も担当の古木が、全力でサポートさせて頂きます。

Smile photo
スマイルフォト
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沢山のお客様にご来場いただきとても盛り上がりました！

にOB感謝祭を行いました！8/24土・25日

テーマは『日頃の感謝をお伝えする』

8/24土・25日 OB感謝祭の様子

　先述にもお伝えしておりますが、今回の感謝祭は「お客
様へ日頃の感謝をお伝えする」をテーマに沢山のOB様へ
喜んで頂けるイベントになるようスタッフ一丸となって企画
から準備を進めてきました。どれくらいのお客様に来てい
ただけるだろう・・・。イベントが始まるまではそんな不安も
ありましたが、いざ始まってみるとそんな不安もどこへや
ら。工事で以前お世話になったお客様と担当スタッフが和
気あいあいと当時のお話や近況をお伺いしたりと多くの
お客様のお元気な顔が拝見できて私たちにとっても大変楽
しいひと時となりました。
　また、このような形で一度お世話になったお客様にまた
お会いできるのはとても嬉しいことですね。

　8月24日（土）・25日（日）はOB感謝祭と題しまして、日頃ご
愛顧を頂いているOB様への感謝の気持ちをお伝えするビッ
グイベントを弊社にて開催いたしました！
　今回は赤のハッピを着た気合十分のスタッフがご来場の
OB様をお出迎えです。ご来場のお客様にはご招待状を片手
に弊社敷地内の各ブースをつぎつぎ回っていただくスタンプ
ラリー形式で、たくさんのお土産のお渡しやハズレ無しの大
抽選会など特典盛り沢山のイベントとなりました！両日とも
不安定な天候の中でしたが2日間で731名のお客様にご来場
いただき、スタッフ一同大変嬉しく思っております。
　また来年もこのようなイベントを開催できたらと考えてお
りますので、次回もぜひ皆様のご来場お待ちしております。
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水廻りショールームも大賑わい！
　弊社２階の水廻りショールームにも多くのお客様に足を
運んでいただきました。メーカーも待機して水廻り商品のご
説明をさせていただけるのはイベントならでは！ちょっとし
たことにも直接お答えできるので気になる商品のこともよ
り知っていただけたのではないでしょうか。
　当日は水廻り工事をご検討のお客様からお声をかけてい
ただいたり、「こんなキッチンいいなあ」「お風呂もキレイに
したいなあ」と楽しそうに展示商品を見てくださっているお
客様もたくさんいらっしゃいました。チラシに掲載の商品は
弊社ショールームでいつでも実物比較して頂けますので弊
社ショールームにお越しの際はぜひ水廻り商品をごゆっく
りご覧ください！

展示品リニューアルセール！
　展示品の一部リニューアルに伴い、ショールームに実際に展示している商品ではありますが、展示品処分
セールをさせていただきました。一台限りの大特価価格で毎回かなりの反響を頂いておりますこの企画です
が、毎年不定期に開催しています。
　今回はショールームにお越しのお客様に限りのご案内でしたが、また展示商品のリニューアル時にはセー
ルを開催させて頂く予定です！次回開催が決まり次第詳細はHP等でお知らせいたします。

　今回のイベント時にはキッチン人気投票も開催！ご来場のお
客様に弊社のショールームに展示しているキッチンの中から一
番良かったキッチンに一票入れていただきました。
　さて弊社ショールームで人気の高いキッチンは一体どの商品
だったのでしょうか…。上位ランキングを発表いたします！

　タカラのホーローキッチンはお手入れしやすくサビにも強い
ホーロー製キッチンなので圧倒的人気です！パナソニックのラ
クシーナはカラーバリエーションが豊富で充実の引出し収納が
とても便利！LIXILのASはデザインだけでなく、換気扇や排水
口など日々のお手入れがラクになるポイントがいっぱいのキッ
チンとなっております。
　ぜひみなさまのリフォームの参考にしてください！

1位：タカラスタンダード  オリジナルホーローキッチン（110票）
2位：パナソニック  ラクシーナ（65票）
3位：LIXIL  AS（42票）

キッチン人気投票開催！！
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『次世代住宅ポイント』始まる！！

1戸あたりの上限を30万ポイントとして発行

★窓・ドアの断熱改修

★外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

★エコ住宅設備の設置

★耐震改修

★バリアフリー改修

★家事負担軽減に資する設備の設置

★若者・子育て世代による既存住宅の購入に伴う
　一定規模以上のリフォーム工事等

　次世代住宅ポイント（旧住宅エコポイント）とは、一定の省エネ性、耐震
性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の
新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイン
トを国土交通省より発行する制度です。リフォームでは最大30～60万円
相当のポイントが付与されます。

リフォームだより

次 世 代 住 宅 ポ イ ン ト と は ！ ？

　次世代住宅ポイントの申請期間は2019年6月3日から開始されました。期限は予算の執行状況に
応じてですが、遅くとも2020年3月31日までの予定です。
　リフォーム工事をご希望で次世代住宅ポイントのご利用をご検討のお客様は、ぜひ弊社までどう
ぞご相談ください！

申 し 込 み ・ 申 請 期 間 は ！ ？

上限特例として、若者・子育て世帯がリフォームを行う場合は上限を45
万ポイントに引き上げ（既存住宅の購入を伴う場合は、上限60万ポイン
トに引き上げ）。また、若者・子育て世帯以外の世帯で、安心R住宅を購
入してリフォームの場合は上限を45万ポイントに引き上げ。

次 世 代 住 宅 ポ イ ン ト と は ！ ？

※

※細かい発行の条件は、国土交通省のサイトでご確認ください。

＜リフォームに関するホットな情報をお届けします＞
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水廻り商品品揃え！古賀市！福津市！新宮町！福岡市東区！宗像市！地域最大級！

メンテナンス課

ウッドデッキ造作工事リビング壁改修工事

ハンディマンからのお便りコーナー

古賀市にお住いのＴ様より、リビングの壁が
傷んできたので、この際お洒落な壁に替えた
いとのご相談を受けました。お洒落に・・・。
ご希望に添うためにご提案したのは、タイル
建材を使用して、少し凹凸を出した壁一面の
タイル張りです。クロスをはいで行う工事は一
日です。夕方には、生まれ変わった壁が今まで
とは違うリビングを演出してくれました。朝出
勤したご家族に、ドッキリのようなリフォーム
はいかがでしょうか？

　9月14日（土）より弊社水廻りショールームが
一部商品をリニューアルして新たにオープン致
しました！キッチンは4台・ユニットバス2台・洗
面2台・トイレ4台が新しく入れ替わり、これま
で通りさまざまなメーカーを取り揃え、常設25
台展示しております！
　ぜひ新しくなった水廻り商品を目で見て、お
手に触れて、実物比較してみてください。みなさ
まのご来場心よりお待ちしております！

テラスの屋根の張替をして欲しいとのご相談を頂いたの
は、古賀市にお住いのＭ様です。早々お伺いしてお話しを
していると、土間もウッドデッキにしたいとのご希望もあ
り従来の木材を使用する、ウッドデッキよりもメンテナン
スのしやすい、人口木材のご提案をしました。木材は腐
食を防ぐため塗装を工事後も繰り返し行う為メンテが大
変ですが、人口木材は、腐食が無い為その必要がありま
せん。工事後のメンテナンスも考えるご提案にＭ様も大
変に喜んで頂きました。工期は一日で終わりますので、秋
の夜長虫の音を聞きながらゆっくりと過ごせるスペース
はいかがですか？ハンディマンは、皆様に一番良いご提
案をさせて頂きます。

after

after

水廻りリフォーム
本社ショールーム リニューアルOPEN
新しくなった弊社ショールームに来てみませんか？

自社施工

0120-30-0537水廻りショールーム◎ご相談・お見積無料！

コミコミ価格

実物展示

before

《ハンディマン 谷光》 《ハンディマン 飯川》

☎0120-30-0537
before



株式会社長崎材木店リフォーム事業部
福岡県古賀市天神5-10-5

NAGASAKI TIMBER CORP.

◎本社総合展示場
◎（株）長崎材木店リアルエステート
◎ランドシップカフェ

TEL 092-944-3003　FAX 092-943-6208　http://www.howsetop.com

支
　
店

事
業
部

◎注文住宅事業部
◎リフォーム事業部
◎不動産事業部
◎ガーデン事業部
◎薪ストーブ事業部

0120-30-0354

サードプレイス通信

代表取締役 長﨑 秀人

　おはようございます。長崎です。いよいよ馬肥ゆる
秋。秋といえば食欲の秋。
　私ごとで恐縮ですが、私の趣味はダイエット。食事か
ら運動と一時的にはお腹が凹むのですが、いつの間に
か元に戻り毎回失敗に終わっています。ランニングやト
レーニング等、辛い思いをしてなんでこうなるのという
くらい元に戻ってしまいます。

　さてダイエット歴20年の
私の考察とすれば、消去法で
いくならば、これはアルコー
ルしか無いのではないかと
いう結論に至ります。酒好き
の私にとってアルコールは
365日欠かしたことはありま

せん。エンプティーカロリーであるから太らないという
言い訳のもと、水のようにお酒を飲んでいました。酒を
美味しく飲むために仕事をしていると言っても過言では

ありません。
　最終手段として、消去法でいった結果、今回はアル
コールカットダイエットに挑戦していますが、
びっくりしたことにスルスルと体重が落ちていきお腹
のベルトの上に乗った脂肪も
なくなってまいりました。アル
コールの飲みすぎによる脳細
胞の破壊による痴呆の恐れも
なくなるかもしれません。最近
では私の隣でビールを飲む相
方に対しても酒臭いとクレーム
をつける私。変われば変わるものです。朝方のライフス
タイルの私ですが、更にクリーンな頭と体を手に入れつ
つあります。
　顛末は次回のレポートで報告いたしますが、乞うご期
待。ではまた。

ダイエット最終兵器。編集後記
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　去る5月25日、それまで長崎材木店の不動産事業部が拠点としていた場所に新しく「サードプレイス」がオー
プンしました。どういうお店なの？と聞かれると一言では難しいので簡単にご説明させていただきますね。

　と、こんな個性的なお店が集まる複合施設なんです。もちろんプロデュースは長崎材木店ですので、建物やお
庭、小物まで全てにこだわりが詰まった魅力的な空間に仕上がってますよ！写真のスペースが少ないので（ケチで
すね～！）、もっと知りたい方はホームページ（https://estina-green.com）をご覧ください！そして来てくださ
い！皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております！

生豆の焙煎、販売。
築140年の蔵（本物）カフェ。
蔵の２Fにはギャラリーや
内緒話ができるお部屋も。

打合せや小会議、
ワークショップに利用可な
スペース。

観葉植物、植木鉢、
ガーデニンググッズのお店。
スノーピーク（アウトドア
グッズ）の正規取扱店。

薪ストーブのプロショップ
（販売施工、メンテナンス）　
マキタ社の電動工具、
スチール社の
チェンソー販売。

サードプレイス
マネージャー 新谷  岳人

【住所】 古賀市天神1-22-6　【TEL】 092-940-2200　【営業時間】 木～日曜日（11:00～18:00）

【サードプレイスにはこんなお店が！】

エスティナグリ
ーン

工藤珈琲焙煎
所

焚 火 屋

談 話 室


