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カー の耐用 年数で ある

石油タ イプ に較 べて お 得
になり まし た。
冬の 寒さ が身 にし み る
のが浴室です。ヒートショッ
クから 身を 守る ため に 脱
衣所と とも に充 分に 暖 め
てから 入浴 しま しょ う 。
お手軽 に暖 めら れる の が
浴室暖 房乾 燥機 です 。 一

冬といえば暖房ですが、 コスト が約 半分 です し 、
おス スメ は床 暖房 です 。
その なん とも いえ ない 包
み込 まれ るよ うな 優し い
暖か さを 体感 すれ ば床 暖
房な しの 生活 は考 えら れ
なく なっ てし まい ます 。
しかも空気が非常にクリー
ンで 過ご しや すく なり ま
す。 ほこ りの 舞い 上が り

坪くら いま では １０ ０ ボ
ルトの電気式がお得です。
脱衣所 専用 の暖 房機 も あ
ります 。ど ちら も工 事 は
１日で 終わ りま す。
当社の 場合 、秋 から 冬 に
かけて シス テム バス 工 事
が増え ます 。タ イル 浴 室
と違っ て触 れて もひ や っ

としない壁・床の素材で、

し かも 全面 を断 熱材 でく
る んで いま すの で、 暖か
さ が違 いま す。 浴槽 の断
熱 性能 も飛 躍的 に向 上し
ガ ス代 も節 約で きま す。
この 時期 、当 社は 『秋
の 大感 謝祭 』を 開催 中で
す 。シ ステ ムバ ス本 体・
オプ ショ ンが定 価の ％

アレストＱＲ』が ％引
き、リンナイガス給湯器
が各種 ％引き等たくさ
んのお買い得商品を取り
揃えております（価格は
すべて商品価格のみで工
事費は別途かかります）
屋根・外壁やその他の工
事も通常価格から５％引
きサービスを行っていま
す。気候も良く、リフォー
ム工事に最適なこの季節
にどうぞご活用ください。
現場調査・見積無料。
電話（３０７）３８８４

引きで工事できますので、
どうぞご活用ください。
直射 日光 や風 雨に さら
さ れ続 けて いる のが 家の
外 部で す。 時に はじ っく
り と家 の周 囲を 点検 して
みてください。
冬 の時 期に 心配 なの が
裏面に続く→
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太白区山田自由ヶ丘４４－６

リフォームこぼれ話（冬の備え編）
早い もの で今 年も 残り

等も あり ませ ん。 冬期 間
の悩 みの 種だ った サッ シ
廻り の結 露も なく なり ま
す。 強調 して おき たい の
は経 済性 です 。最 新の 床
暖房 方式 であ るヒ ート ポ
ンプ によ る温 水式 床暖 房
なら 従来 型の 都市 ガス タ
イプ に較 べて ラン ニン グ

が４２３，６７５円（税
込）で、システムキッチ
ンでは収納充実、快適機
能搭載の『ＴＯＴＯスタ
イルＦ２４００サイズ』
４７９，２２０円（税込）
が２８７ ５３２円（税
込）とご奉仕させていた
だいております。
他にも掃除がしやすい
と好評な縁なしトルネー
ド洗浄便器『ＴＯＴＯピュ
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発行人
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３ ヶ月 を切 りま した 。か 年を 経過 して いる 場 合、
す かに 冬の 足音 が聞 こえ 交換 を考 えた 方が 良 いで
てくる季節になりました。 しょ う。 一箇 所が 直 って
今 回は 冬に 備え る住 宅リ も、 短期 間に 別の 箇 所が
フ ォー ムに つい て考 えて 故障 して 修理 代が か さん
みたいと思います。
だ上で結局交換というケー
寒い 時期 にな ると 増え スが予想されます。
て くる のが ガス 給湯 機器
給 湯器 の故 障は 前 触れ
の 故障 です 。夏 季に 較べ なく突然起こるものです。
水 温が 低下 する こと で、 もし 、故 障し てし ま った
負 荷が 掛か るた めで す。 ら当社にご連絡ください。
修 理で 済ま すか 、交 換し 状況確認の上、全メーカー
た ほう が良 いの かは 、状 のメ ンテ ナン ス対 応 可能
況 を確 認し なけ れば なり です 。万 一、 交換 工 事が
ませんが、一般的にはメー 必要 な場 合も 、土 日 や年
末年 始以 外な ら、 当 日午
前中 にご 連絡 いた だ くと
翌日 には 工事 でき る よう
最大限努力しています。

お陰さまで創業４年目
を迎えました。前期は創
業以来最高の業績で終わ
ることが出来ました。
皆様の日頃のご愛顧に感
謝を込めて『秋の大感謝
祭』を開催中です。一例
として、いま話題の魔法
瓶浴槽が装備されている
ＴＯＴＯシステムバス
『サザナ温Ａ１坪タイプ』
８４７，３５０円（税込）
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㈱ホーム＆ヒューマン・ナビ

なお 、厳 冬期 には 給 湯器
の凍 結事 故が 起こ り ます
が、 凍結 防止 ヒー タ ーの
コン セン トが 抜け た まま
にな って いな いか 確 認し
てください。

,
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『凍害 』で す。 コロ ニ ア
ル（カ ラー ベス ト） 屋 根
の塗装 が劣 化し てい る 場
合、細 かな 亀裂 に水 分 が
浸透し 、凍 結に より 亀 裂
が拡大 し組 織が 風化 し て
いきま す。 モル タル 壁 の
亀裂も 同じ 原理 で拡 大 し
ていき ます 。本 格的 な 冬
合 的な 判断 が出 来る 当社
に 是非 ご相 談く ださ い。
冬期 間の 壁内 部の 結露
で 怖い のは 浴室 です 。タ
イ ルの 亀裂 やヘ アク ラッ
ク （目 に見 えな い亀 裂）
か ら暖 かな 湿っ た空 気が
壁 内部 に侵 入す ると 結露
を 生じ 、下 に流 れ土 台を
濡 らし 腐り やシ ロア リ発
生の要因になります。

す ると 外壁 の組 織が もろ
くなり崩壊します。
こ うい った 場合 、塗 装屋
さ んに 外壁 塗装 を依 頼す
る ケー スが 多い ので すが
塗 装し ても 原因 が解 消さ
れ ない ので 数年 後に はま
た同じ症状が出てきます。
屋 根・ 外壁 のこ とな ら総

補助申請代行いたします）
ガス給湯器・エコ キュー
ト・電気温水器設置工事
風呂・キッチン・ トイレ
等水回りリフォーム工事
塗装工事
屋根・外壁・雨樋工事

愛 犬ラ ラは チワ ワ なの
だが 、ど んど ん成 長 を続
け体重５㎏を越えてしまっ
た。チョコレート色をベー
スに タン が入 り、 胸 から
腹に かけ てホ ワイ ト の配
色が 見事 で、 密か に コン

◎二 級建築士事務所登録
（宮）第１６３９１号
◎見積無料で作成します。
電話（３０７）３８８４
お気軽にご連絡ください
◎「 わくわく通信」バッ
クナ ンバーは当社ホーム

テムバスをお勧めします。 いつ しか 眠り に落 ちる 。
以前 は犬 の体 温の 温熱 効
果で 肩こ りが 軽減 する こ
編集長の独り言
とも あっ たの だが 、今 で
はラ ラの 体重 に負 けて 肩
が悲鳴を上げている。
体 重が 増え たこ との 影
響は もう ひと つあ る。 彼
女は もう １年 以上 も私 の
布団 で寝 てい るの だが 、
私の 両脚 の間 で寝 られ る

つい ては 床下 にも ぐ って
点検 して も確 認で き ない
とこ ろが もど かし い ので
すが 、 年以 上経過 した
タイ ル浴 室で シス テ ムバ
ス工 事を 施工 した 場 合、
経験 上約 ％ の割合 で土
台や 柱が 腐っ てい ま す。
地震 対策 のた めに も シス

ペー ジですべてご覧にな
れま す。グーグル検索、
ヤフ ー検索とも『株式会
社ホ ーム ヒューマン・
ナビ 』でトップで検索で
きます。

てい たが 、日 本で は３ ㎏
以下 の制 限が あり 不可 能
になった。
私 が座 るイ スの 背と 私
の首 の間 のく ぼみ が彼 女
のお 気に 入り の場 所で 、
私がイスに座っていると、
すぐ に駆 け上 って きて 当
然の如くその身を横たえ、

テス トに 出し たい と願 っ

語らい が増 え、 みん な が
よく笑うようになった。
ララ の愛 情に 報い る た
めには 、た だ可 愛が る だ
けでは なく 、健 康管 理 や
社会性 を養 う為 の厳 し い

先日、 ララ が嘔 吐し た こ
とを契 機に 家人 と話 し 合
い、朝 夕の ドッ グフ ー ド
以外、 何も 与え ない 事 を
決めた 。ラ ラが 健康 で 長
生きしてくれることを願っ
ての処 置で ある 。家 族 の
食事時 は非 常に 可愛 そ う
だが、 心を 鬼に して 耐 え
ている。
ララ は、 家族 に対 し 深
い愛情 を注 いで くれ 、 特
に私に は最 大の 愛情 を 示
してくれる。この１年半、
楽しい 時も 苦し い時 も 、
ララが 傍に いて くれ た こ
とで、 どん なに 心が 安 ら
かになったことか。また、
ララを 中心 にし て家 族 の

くなり寝返りを打ち辛く、
何度も 目が 醒め てし ま う
のだ。
これだけ成長してしまっ
たのは 、ド ッグ フー ド の
栄養価 が高 かっ ただ け で
はない 。そ の可 愛さ に 負
けて、 人間 の食 事を 分 け
与え続 けた から だろ う 。

と、そ の体 重で 布団 が 重

し てお りま す。 これ から
も 、一 層の 工事 品質 の向
上 とお 客様 満足 度の 向上
に 精進 して 参り ます 。こ
れ から もど うぞ よろ しく
お願いします。

住宅 リフ ォー ム情 報誌
「 わく わく 通信 」も 、読
者 の皆 様の 励ま しの 言葉
に支 えら れなが ら 号を
数 えま した 。同 時に 株式
会社ホーム＆ヒューマン・
ナビ もこ の 月で 創業４
年 目を 迎え るこ とが 出来
ま した 。ひ とえ に皆 様の
ご 厚情 のお 陰と 深く 感謝

未 熟な 飼い 主が やっ と気
付 いた 次第 であ る。 これ
から、家族だけではなく、
接 する 人み んな から 愛さ
れ る犬 に育 てて いき たい
と願っている。

し つけ も必 要で ある と、
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浴 室部 分の 土台 や 柱に

が来る 前に 塗装 工事 を し
た方が良いでしょう。
窯業 系サ イデ ィン グ で
窓まわ りな どに 塗装 の ハ
ガレや 浮き が見 られ る 場
合、内 部結 露が 疑わ れ ま
す。冬期間は室内側の湿っ
た空気 が壁 内部 に侵 入 す
ると一 瞬に して 結露 し ま
す。こ の結 露水 が外 部 に
出てき た場 合、 塗装 の ハ
事管理、 アフターを行う
事で間違 いない、高精度
の工事を お約束いたしま
す。
工事保障保険加入により、
アフター サービス及び工
事保障も万全です。

内装工事
エクステリア工事
太陽光発電機器設置工事
他修理、小工事等 、家の
ことならなんでも ご相談
ください。
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ガ レや 浮き にな り、 進行

株式会社ホーム＆ヒュー
マン・ナビは住宅・マ ン
ションリフォーム専門 店
です。「お客様からい た

《営業種目》
住宅リフ ォーム工事（設
計・施工）
マンショ ンリフォーム工
事（設計・施工）
バリアフ リー工事（費用

&
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→表面から続く

だいた金額以上の満足 感
を」をモットーに「住 宅
と住む人への愛」を基 本
に仕事をさせていただ い
ております。
社長自ら現場調査、 工
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