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消費税率の引き上げについて

発売中！発売中！

お求めは
書店・インターネット書店まで！

「ＳＵＵＭＯ リフォーム」に
弊社の事例が掲載されています。

雑誌掲載のお知らせ

ホームページで、かたつむり通信のバックナンバーを公開中♪ →ホームページで、かたつむり通信のバックナンバーを公開中♪ →ホームページで、かたつむり通信のバックナンバーを公開中♪ →ホームページで、かたつむり通信のバックナンバーを公開中♪ →ホームページで、かたつむり通信のバックナンバーを公開中♪ → スイコウ

特集:ガラスブロック

夏本番までもう少し！
夏バテしないよう、今から体力づくりに努めましょう。

＊ご意見・ご感想お待ちしています＊
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［掲載事例］
　■鉄骨３階建

　■２世帯住宅

［概要］
 １階：お父様
 ２階：息子さん
　　　 ご家族

ハンガー

構成

吊元となる
レール

レールとワイヤーをつなぐ部品

展示品を直接支える部品

ステンレス製の吊紐

フック

上下に
スライド

左右に
スライド

↓

↓

↓

↓

☆アレンジ次第でハンガーラックやマガジンラックにも☆

弊社も地域で活動させていただいている一員として、
近隣の松江第五中学校の男子生徒2名と
瑞江中学校の男子生徒1名を1月24日から27日まで迎えました。

コ―キング材の充填準備作業を体験中 モルタルの練り作業を体験中 壁紙をはがす作業を体験中

江戸川区では区の事業として『チャレンジ・ザ・ドリーム(職場体験学習)』を実施しています！

●生徒達の感想●
「大工さんの素早い動きに感動した」
「朝早くから始まる仕事で、ちょっと大変だった」

早朝(7：00)の集合時刻に遅刻することなく、生徒達は一生懸命頑張りました。  
今後も地域の子どもたちの成長に寄与するべく、微力ではありますが弊社も協力して参ります。

インテリア格子を使うと、お部屋の雰囲気が格段にアップします！

カラーも色々あるので、建具や家具の色に合わせて選びましょう☆

■全面リフォーム

ただ今、TOTOでは システムバスとシステムキッチンを対象に
お得なキャンペーンを実施中です。

システムバス サザナＨＤ
マンションリモデルバスルームＷＦ システムキッチン クラッソ

１ ＬＥＤ照明

期間中、対象商品をご購入頂いた方の中でご希望の方へ
いずれかお一つプレゼントいたします！

断熱材パック

蛍光ランプから
ＬＥＤランプへ
グレードアップ！

◆２
壁・天井も断熱材入りに
グレードアップ！

お掃除らくらくグッズ◆３

◆１ つま先らく押し
水栓スイッチ

◆２ 浄水器

足元でらくらく
水の出し止めができる
機能を追加！

ビルトインタイプの浄水器機能を追加！

◆３ ゼロフィルターフード
シロッコファンから お手入れらくらくな
フィルターのいらないフードに
グレードアップ！ご注文期間　

２０１３年 ９月３０日まで 詳しくはぜひお問い合わせください！

夏の暑さ対策のご提案

２０１４年４月１日から、消費税率の引き上げが実施される予定です。

[ 2014年4月1日 ]
８％→１０％

[ 2015年10月1日 ]
５％→８％

※ 2013年7月時点での情報です。
　　　  情報は変更になる可能性があります。リフォーム等の時期と適用される税率の関係

５％税率が適用されるには…

2014年３月31日までに
建物のお引渡しが完了すれば

消費税は５％

2013年9月30日までに
請負契約が完了すれば

消費税は５％

2013年10月

2013年10月

2014年4月

2014年4月

引渡し

請負契約

2014年3月31日までに引渡しが完了しなくても
消費税５％が適用されます。★ また、請負契約が2013年10月以降の場合でも、

　引渡しが2014年3月31日までに完了すれば
　消費税は５％となります。

今回は柔らかな光の空間をつくる『ガラスブロック』についてご紹介します。

ガラスブロックとは、四角いガラスで出来た中空のブロックです。

床だけではなく、
壁や天井に貼る材料もあり、
お部屋のデザインのポイントに
取り入れるのもおすすめです♪

「塀で囲われていて閉鎖的なイメージから
　オープンで明るいイメージにしたい。」

空間に柔らかな光を広げつつ、
アクセントにもなるガラスブロック。
特徴を生かしたアイディアで
取り入れ方の可能性が
広がりそうです♪

【 調湿性 】

リクルートホールディングス出版

湿気の多い季節は湿気を吸収、
乾燥する時期は湿気を放出し、
住空間を快適に保つ助けに
なってくれます。

いよいよ夏本番ですね！
熱中症にならないように、こまめな水分補給を心がけるようにしましょう！

今回は柔らかな光を取り込む『ガラスブロック』についてご紹介します。

今回は柔らかに光を通す『ガラスブロック』についてご紹介します。

ガラスブロックとは、ガラスで作られた 中が空洞で箱型の建築用ガラス

ガラスブロックとは、中が空洞で箱型の建築用ガラスのことです。
壁や床、天井などに埋め込み、主に採光やインテリアのアクセントとして取り入れます。

【光を通す壁】
 ガラスブロックの良さは

 壁でありながら光を取り入れることができることです。

『視線と音は遮りたいけれど光は取り入れたい』

 そんな場面でガラスブロックは明るく心地良い生活空間を作ります。

 窓ガラスのようにダイレクトな光ではなく、

 拡散した均一でやわらかい光を室内に取り入れます。

ガラスブロックは内部が中空のため、
断熱性・遮音性にも優れています。
窓の変わりに取り入れれば
断熱性による省エネ効果が
期待できます。

【断熱・遮音性】

【豊富なデザイン】
色・模様は様々な種類があり、
光のコントロールや空間の演出が自由自在です。

ガラスブロックとは、中が空洞で箱型の建築用ガラスのことです。
室内の間仕切り壁や外壁、床や天井などに埋め込み、

主に採光やインテリアのアクセントとして取り入れます。

【空間のアクセント】
列で配置したり、
１ブロックをいくつか
点在させたり、
空間への取り入れ方も
アイディア次第で様々。

■たまゆら

表面の波状の模様が
透過する光を微妙に乱反射させます。

■カスミ
ガラスの内側がすりガラス模様で、
光をやわらかくコントロールします。

乳白色で不透視のガラスブロック。
やわらかな光で空間を包みます。

■オパリーン

■カラーガラスブロック
色彩を加えることで、個性的な表情・空間を生み出します。

引渡し

いよいよ夏本番。

すだれなどで直射日光を遮るだけでも効果があります。
遮光カーテンや、植物で日差しを遮る「グリーンカーテン」、
ベランダへの打ち水など、対策の方法は様々あります。
エアコンが大活躍する時期ですが、節電を考えると
エアコンに頼り切りというわけにもいきません。
『電力に頼らず涼を得る』ということも実践していきたいですね。

■窓から熱を入れない

■風通し

■照明の熱

住まいの暑さ対策をいくつかご紹介します。

夏、室内に侵入する熱の
約70％は窓からです。
窓の遮熱をしっかりすれば
室内の気温上昇を抑え、
冷房効果が上がり
節電に有効になります。

太陽光を窓の外でカットする
洋風のすだれ 　　　　　　

強い日差しを遮る
‘オーニング’

今ある窓にプラスする
遮熱複層ガラス仕様の内窓

家の中に熱がこもらないように上手く換気を行いましょう。

窓を開け、扇風機を利用するのも空気を循環させるためには効果的です。

風の通る道を作り、熱を逃がすことが必要です。

照明器具の発する熱も室温に影響します。

その点でLED照明は消費電力が少ないだけでなく

熱を放出しないため室温の上昇を抑えるのに効果的と言えます。

<たまゆら>

■たまゆら

<たまゆら>

<オパリーン> <たまゆら> <たまゆら>

‘�アウターシェード’



柱型があり、浴槽が狭い浴室でした。

今回の料理

お客様

現在 工事中の物件

現場見学可能です！ご連絡下さい（担当：原・向井）

次号の特集は「装飾窓」です。お楽しみに！　　

このほかにも工事中物件はまだまだあります！

増殖中♪

夢つくります　スイコウ 夢つくります　スイコウ

建物は命を守る場所　スイコウ

夢つくります　スイコウ

新築、リフォーム物件
耐震補強物件

作成者：工藤

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

建物は命を守る場所　スイコウ

公共工事物件

本社

大根おろしでさっぱりと♪大根おろしでさっぱりと♪

〈今回は葛飾区 Ｋ様邸の改修工事です〉

洗面脱衣室
浴室・トイレ
リフォーム

◆リフォームの感想◆
「無駄なスペースがなくなり、広々としたＬＤＫになって大変満足しています。
　実家のリフォームを見ていたこともあり、安心してお任せできました。」
　

お客様の声

１部屋の玄関・水周りを撤去して９帖のＬＤＫにしました。
寝室があるもう１部屋とは内廊下で行き来できるようになりました。

これまでは１Ｋを２部屋
使って生活していました。

UB内にトイレと洗面がある3点式から、
トイレを独立させました。１部屋分の

使っていない
キッチンや
ＵＢが無駄な
スペースに…

ＬＤＫ ＵＢ トイレ

Ｍ様邸　改修工事

葛飾区　7月完成

Ｉ様邸　改修工事

市川市　9月完成

Ｍ様邸　改修工事

市川市　7月完成

Ｏ様邸　改修工事

江戸川区西瑞江　7月完成

Ｎ様邸　改修工事

江戸川区小松川　9月完成

Ｍ様邸　耐震補強工事

江戸川区江戸川　7月完成

都営アパート耐震改修工事

江戸川区中央　8月完成

甘夏ビネガー

夏場が旬の枝豆は

タンパク質やビタミンなどの

　栄養を豊富に含む食材です。

初夏の果実で♪

Ｔ様邸　外構改修工事

浦安市　7月完成
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8/3(土)　江戸川区花火大会　19：15～20：30 場　

FRI SAT

SAT

大安

26 2927 28
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大安

～11/12まで　T-LIFE　DESIGN 展 新宿リビング
デザインセンターOZONE

場

大安

30 31

江戸川河川敷

10：30～19：00　水曜・祝日休館

９

８ August
葉月

September
長月

敬老の日

防災の日

秋分の日

30

Ｊ様邸　耐震補強工事

江戸川区松江　7月完成

江戸川区平井　9月完成

Ｋ小学校　改造工事

区民ホール　改修工事

江戸川区船堀　9月完成

スイコウ  夏季休業

 after

 before
浴室とトイレの位置を入れ替えて配置。洗面脱衣室とトイレを１つの空間にまとめ、
間仕切りとしてスクリーンパーティションを設置することで限られた空間を広く使いました。

色柄物で貼り分けた壁紙が
アクセントになっています。

奥行きがスリムな洗面化粧台で、
脱衣スペースも広々。

浴槽も広く
サイズアップ
しました。

トイレは
コンパクトな
タンクレス。

梁型の凹凸を利用して可動棚を作り、
ロールスクリーンを取り付けました。

消耗品のストック等を収納しておけます。　　

< TOTO >　スプリノ

< TOTO >　ネオレスト

< YKK AP >
 スクリーンパーティション

< TOTO >　リモデア

社内行事のため休業

枝豆入りつくね

作 り 方

材  料

◆リフォームの感想◆

・鶏ひき肉 　　　… 350g

　<下味>

　・酒　   　　　… 大さじ1

　・みりん　　　 … 小さじ2

　・しょうゆ 　　… 小さじ2

　・ゆずこしょう … 小さじ1/2

・焼のり 　　　　… 1枚

・塩こしょう 　　… 少々

・片栗粉 　　　　… 大さじ2～3

・大根おろし　　 … 適量

・しょうが(すりおろし) … 1片分

・ポン酢しょうゆ … 適量

<４人分>

１　鶏ひき肉に<下味>の材料を
　　よく混ぜ合わせる。

２　ボウルに鶏ひき肉,枝豆,焼のり,
  　塩こしょうを入れてよく混ぜ、
　　片栗粉を調節しながら加える。

３　手で小判型に形を整える

４　フライパンに油を熱して
　　つくねを並べ入れ、両面に
　　焼き色がつくまで焼く。

５　器に盛って 大根おろしと
　　しょうがをのせ、
　　ポン酢しょうゆをかける。

◆リフォームのきっかけ◆

「浴室を広くするために

　水廻り全体の配置変更を含めてリフォームしたい。」

「設計の段階から良い提案とアドバイスを頂きました。

　広いお風呂にゆったり入れることを感謝します。

　もっと早くリフォームすれば良かったと思っています。」




