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福岡県在住。
日本語＆英語のメチャくん絵本
絵本deえがお出版局から刊行。
https://metchabooks.org
https://metchabooks.org/blog/

広報室だより

希望

ー 旅立ち・出発 ー

沢山の可能性を感じる春４月が訪れましたね。
しかし、今年の春は今までに無い不安を感じながら毎日をお過ごし
の事と思います。様々な情報が多種多様のコミニティツールで、指一本
で世界中に発信が出来る時代になりました。情報は、発信する側も受
け取る側も、責任と良識を持っていたいものです。
さて、今回皆様にお届けする「スマイルフォト」に登場頂いた素敵なお客様は、福津市にお住いのＭ
様です。スラリと長身のご主人様は、奥様の為にアイランドキッチン・収納棚の造作・壁や照明・床張替
などリビングの快適プランを施工させて頂きました。リフォームプランナー出口が、ご提案させて頂い
た収納スペースの増築や照明プランなど大変に喜んで頂いて、明
るくなったキッチンに大満足ですとの嬉しいお言葉頂きました。
もう少し快適に・・・その想いを形にプランナーがお手伝いさせ
て頂きます。
今後とも正しい情報・お役に立つ情報を、皆様の元にお届け出
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来るよう頑張って参ります。

長崎材木店リフォーム事業部 広報室

1/11 ・12 に新春リフォームイベント行いました！
令和2年最初のリフォームイベントが開催！
1月11日（土）
・12日（日）は新年最初の「新春リフォーム祭」
と題しまして、弊社にてイベントを開催致しました。ここで少
し当日のイベントの様子をご紹介させていただきます。
今回のイベントでは2階ショールームに展示のあるキッチ
ンやお風呂・トイレ・洗面などの水廻り商品がとってもお得
な大特価でのご提供企画やお楽しみ抽選会、そして寒さ厳
しい中、弊社のイベントに足を運んでくださったお客様へ
ささやかながらあったかいお雑煮や焼き芋などをふるまっ
たり・・・などなど新春イベントにふさわしい企画盛りだく
さんで開催させていただきました！
両日とも大盛況の中、2日間で合計102組のたくさんのお客様にご来場いただきました。弊社のイベン
トには毎回、お子様連れのご家族など幅広い年代のお客様がたくさんお越しくださいまして本当に嬉
しい限りです。また次回も企画満載の楽しいイベントを開催していきますので今年も長崎材木店をどう
ぞよろしくお願いします！

リフォーム相談会の様子
これまで長崎材木店でリフォームをして頂いたお
客様も、リフォームが初めてのお客様も多くご来場い
ただいた今回のイベントですが、もちろん「リフォーム
相談会」も行っています。弊社のリフォームアドバイ
ザーがお客様のご自宅のお困り事をお伺いしたり、
最新の水廻り商品のご説明、そしてリフォームをした
らどのぐらいの 費 用がかかるのか・・・などなどリ
フォームに対する不安を経験豊富なスタッフが解決
させて頂きます！

1/11 ・12
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新春リフォームイベントの様子

リフォーム施工事例

＜当社リフォーム施工事例のご紹介＞

① 浴室リフォーム
宗像市にお住いのＴ様邸の浴室リフォームです。築40
年の戸建てで、浴室はタイル張りの在来の浴室です。
今回はノーリツのユニットバス（1216サイズ）を設置
し、新しくなったことで工事後お客様より喜びのお声
をいただきました。

工事価格▶

80万円程度

before

after

ご自宅の浴室が寒いことや入浴しやすいお風呂への改善をご希望との事で長
崎材木店へご来店いただきました。タイルのお風呂からユニットバスへ取替る
と断熱性はもちろん、他にも浴槽が浅くなることが多く、またぎやすくて入浴
担当アドバイザー

舘 竜之介

しやすいお風呂になります。とても快適になりましたとのお声をいただき、大
変嬉しく思います。T様ありがとうございました！

② 雨戸付サッシリフォーム
福岡市東区にお住いのF様邸の雨戸サッシリフォーム
をさせていただきました。雨戸の立て付けが悪いとの
事でご相談をいただきましたが、今後の事を考え、今
回は窓も含めてのお取替えをしました。今回窓とアル
ミ雨戸の商品はYKKのフレミングJを使っています。

工事価格▶

40万円程度

before

after

ご自宅の雨戸が古くなってきたことをきっかけに長崎材木店へご来店いただ
きました。リフォームのご相談をしていく中で雨戸の立て付けが悪く扉が開け
にくい、台風など強い風が吹いた時雨戸が揺れて大きな音で不安になるとの事
だったため、木製雨戸からアルミ製雨戸へのリフォームでご不安に思われてい
る点を解消する事をご提案させていただきました。リフォーム工事後は「不安
担当アドバイザー

岩田 庸鼓

に思っていた事が改善されてとてもよかったです。ありがとうございます。」と
のお声をいただき、当社としても大変嬉しく思いました。F様、本当にありがと
うございました。

水廻り専科 web

https://www.nagasakizaimokuten-reform.com/

長崎材木店の水廻りリフォームに特化したホームページが新たにオープンしました！イベ
ント等の最新情報や、水廻り施工事例も豊富に掲載しておりますのでリフォームをご検討
中の方や、これからの方も少しでもリフォームに興味を持っていただけるよう、随時更新
しておりますのでぜひぜひ右のQRコードよりご覧ください！
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〜 ランドシップカフェ レポート 〜
ランドシップカフェについて
ランドシップカフェ は福津市の宮司浜海岸沿いの一軒家カフェです。
このカフェが当社長崎材木店グループの一員ということは皆さまご存知でしたでしょうか?
今回はロケーション抜群のこのカフェをたっぷりご紹介させて頂きます！！

お店への目！印
）
（車がオスス

メ

宮司浜の鳥居の手前の
道を右手に真っすぐ進んだ
先にカフェがあります。
外には本日の
メニューが出てます。
駐車スペースも
たくさんあるので
安心して車で
お越し頂けますよ^^

正面入口では
ランドシップカフェの
看板犬ソックス君が
お出迎え
してくれます★

策♬
店内を散
まるなロゴ
を発見！

店内は吹抜けで開放感のある明るい空間と木の温かみも感じられる長崎
材木店らしい自然素材を使った一軒家。お店のスタッフさんもみんな気さ
くに接してくれるので居心地がとても良いです。
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一面オーシャンビュー！！
ビーチ側
から撮っ
てみまし
た★
店内の窓一面にキレイな海が
広がっています。外のテラスに
出ることもできるので暖 かく
なったらお外でのんびりランチ
もいいですね！
シェフの
安部さんにお話を
伺いました！

気になるランチメニューは・
・・

本日のお肉料理

料理はとにかく手作りにこだわっていて、
パンも手作りし、コーヒーも店内で豆から
挽いているそう。日替わりメニューもある
ので何度も足を運びたくなります。

(この日はスパイシーチキン)
とってもジューシーでボリューム満点!!

本日のパスタ

（この日はアサリと春野菜のオイルパスタ）
あさりたっぷりの春を感じる一品です

★ランチメニューは4種類から選べます。
（スープとドリンク付で全て¥1600+税）

ドリンクやデザートメニューも豊富！！

さいごに・・・
いかがでしたでしょうか? ぜひこれからの季
節にぴったりのランドシップカフェでのんび
りした休日をお過ごしください。

そして今回はリサイズを
ご覧頂いた方限定！
▲ デザートは素材にこだわりすべて１から手づくりしています！
海を眺めながら贅沢なティータイムにも最適です。

お得なクーポンをプレゼント！
皆さまのご来店をお待ちしております！
きりとり

ランドシップカフェ
TEL:0940-52-0381
11:30〜19:00（オフシーズンは18:00まで）
火曜日定休

旧大力

●

きりとり

福岡県福津市宮司浜4-5-17

LUNCH TIME COUPON

デザート１品サービス
◎ご注文の際に本券をお渡しください
・ランドシップカフェでランチセットをご注文のお客様対象
・本券１枚につき２名様まで１回限り有効です
きりとり
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この冊子は、弊社女性スタッフが「お客
様ともこの思いを共感したい」と作成させ
て頂いたものであります。
「 日々是好日」
は、一昨年に亡くなった樹木希林さんの遺
作である映画タイトルにも使われており
ます。私たちも物事に一喜一憂することな
く、この言葉を胸に、日々の業務に励んで
行きたいと深く心に響きました。この冊子
を見て頂いた方、またそのご家族や地域
の方々の 幸 せを 切に願って、スタッフ一
同、日々丁寧に業務に励んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

編集後

記

空間の質を上げる

自分が何故に音楽が好きかよくよく考えていくと
ある思いに当たりました。つまりは、
「空間を少しで
も心地よくしたい」
ここに尽きるのではと思います。
建物を作り、庭を整え、そして家具を整え、最後
に音を整える。音は住環境を整える重要なファク
ターでもあります。心地よい朝の為の音楽、活動的
な昼の音楽、物思いに耽る為
の音楽、お酒を飲みながら聞く
音楽。音楽は空間の雰囲気を、
ぱっと変えるスパイスでもあ
るのです。本当に面白いくらい
に、空間の質が変わります。
私たちのモデルハウスでは
私がセレクトした音楽をモデルに合わせて流して
いますがこれも、空間の質を高める為のスパイス。
また、自然の中にも音楽を持ち込む事はあるので
すが、最近では、風の音や波の音鳥のさえずり。こ
れはこれで、自然の音響として大切に聞く事で癒
されます。
それにしても、最近の家は気密性が良くなり自然

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.

0120 -30 - 0354

TEL 092-944-3003
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FAX 092-943-6208

の音を聞く事も難しくなりました。窓を開けても、
自動車の音だったりバイクの音だったり家の中では
テレビがわめいていたり。空間の質を上げる為の
音楽、考えてみませんか？
例えば、こちらバッハの無
伴奏組曲、ジャケットはなん
と！アンリ マティスの切り
絵。なんと贅沢な！棚に飾っ
たりとマティスのアートも
楽しめます。これなんか完
全に空間の質を上げてくれ
ます。
「THE 邸宅」って言う 何と贅沢なマティスの切り絵
感じにしてくれます。
何か飲むなら接待にダージリンなんかのTEAか
な？春を感じる日曜日の昼下がり木漏れ日を愛で
ながら椅子に腰掛けるとティーポットを持った執事
がお茶を入れにきそうな感じ。
あなたも邸宅ごっこいかがですか？
代表取締役

支 ◎本社総合展示場
店

◎（株）長崎材木店リアルエステート
◎ランドシップカフェ

長 﨑 秀人

事 ◎注文住宅事業部
業 ◎リフォーム事業部
部
◎不動産事業部

◎ガーデン事業部

http://www.howsetop.com

◎薪ストーブ事業部

