
地元ふむふむ。

☺ 愛する因島を彩り続けて90年! 地域密着の小林材木店です☺

✿今月の記✿

セミの声が夏の暑さをよりいっそう引き立てる今日この頃。
旧暦では八月のことを「葉月（はづき）」と言うそうです。葉月という言葉を聞くと、夏の日差しによく映える、まぶしいくらいの緑が
思い浮かびます。 うち続く暑さにバテ気味の時、この緑色を想像すると、何だかシャキッとさわやかな気分になれるのです。また、
夏になるとエアコンをつけっ放しにしたままつい寝てしまいます。寝冷えはするし、環境にもよくない。分かっているのに毎日反
省することしきりです。それなのに、またしても毎晩付けっぱなしです。人間の弱さとの闘いは、毎夜続いています。

SUN FLOWER：ヒマワリ
花言葉：「私はあなただけを見つめる」「愛慕」「崇拝」
花名の向日葵（ヒマワリ）は、花が太陽の方向を追うように動くことに由来します。花言葉の「私はあなただけを見つめる」もこの
性質にちなみます。強く凛々しく咲き誇るヒマワリを見てると、元気になれるような、気がします。

8月号
向日葵～ヒマワリ～

☎ 0845-24-0014

窓ショップ因島店 小林サッシセンター

有限会社 小林材木店

〒722-2211
広島県尾道市因島中庄町3366-2
TEL：0845-24-0014 FAX：0845-24-0629
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緊急トラブルもお任せください！

ガラス・カギ・水漏れの
緊急トラブルにも対応しています！

0845-24-0014

小林材木店のリフォームは、省エネ・快適・高齢者バリアフ
リー・耐震など、今ある家を残しつつ、ワンランク上の『我が
家』に生まれ変わらせます。さらに、家の性能向上によって
得られる、省エネ住宅ポイントや減税など、お得な制度が
満載です！

家の耐震性を高めたい

劣化した家で突然の
地震が心配。天井や
壁を壊すことなく、簡
単な工事で壁を補強
できます。

DAIKEN ダイライト耐震かべ

強い日差しをさえぎり、
エアコンの効きを良くしたい

夏の住まいに入る
熱の約70％は、窓
からです。強い日差
しを遮蔽し、今ある
窓に付けるだけで、
エアコンの効きが
大幅アップします。

YKKAP
エコ内窓プラマードU

YKKAP
オープンルーバー

広々な玄関にしたい

玄関ドアから玄関引
戸まで、外壁はその
ままわずか1日で新し
い玄関へ生まれ変わ
らせます。デザイン性、
防犯性、断熱性もさま
ざまです。 YKKAP

玄関ドア ヴェナート

省エネ機器を備えた
電化住宅にしたい

省エネ性の高いエコ
キュート、電気を作る
太陽光など、オール
電化にも対応してい
ます。 DAIKIN

ダイキンエコキュート

庭でくつろげる
快適な空間が欲しい

せっかくのスペースを
有効に使いません
か？テラスを設けるこ
とで、庭先に新しい快
適空間が生まれます。 YKKAP

リウッドデッキ

愛車を大切に守りたい

風や熱に強いカーポー
トが、強い日差しや風
によるダメージから、大
切な車を守ります。必
要に合わせて選べるタ
イプ。

YKKAP
カーポート エフルージュ

ペットにも優しい
床にしたい

大切な家族である
ワンちゃんも快適
な滑りにくい床で
す。傷や汚れにも
強くお手入れも簡
単。 DAIKEN ワンラブフロアⅡ

家族みんなに優しい
バリアフリーにしたい

高齢者に優しい住ま
いは、家族みんなに
優しい住まいです。バ
リアフリーで、安全安
心な暮らしを。 YKKAP

フラット下枠仕様

ジメジメな空気を抑えたい

湿気は、カビや結
露が発生する原
因になります。壁
と天井でかしこく調
湿することで、健
康で快適な暮らし
が出来ます。

DAIKEN
調湿壁材 さらりあ～と

DAIKEN
調湿天井材 しずかW

「暑い」を解消できる、
カンタン窓リフォーム



◎ トイレの神様にまつわる ﾊ･ﾅ･ｼ

小林材木店のトイレリフォーム

「トイレの神様」という歌で有名になった植村花菜さんという歌手がいまし
たが、そもそもトイレに神様なんているんでしょうか？その答えははっきり
とは断言できませんが。風水の考えでは、トイレは一番悪い気が溜まる場所
とされています。そのため、トイレをキレイにすることで、恋愛運・金銭
運・健康運をアップさせると言われています。トイレを綺麗にすることは、
トイレ開運法といわれ、今や実践する人がとても多いのです。

トイレを磨くことは、心を磨くことと一緒じゃよ。綺麗にすることを心掛ければ、
ハッピーなことがたくさん起こるんじゃ!さぁ、今日からトイレ掃除で運気上昇じゃ♩

トイレ掃除で何が変わるの？

なぜ、幸運になれるの？

トイレの神様が喜ぶ、お掃除テクニック★

・人間関係が良くなる
・健康運がアップする
・仕事や商売がうまくいく
・臨時収入が入ってくる
・宝くじに当選する
・子宝に恵まれる
・素敵な出会いに恵まれる

などなど、人生を劇的に変えるかも!?

トイレは、私たちが毎日何度も
お世話になるところ。 排泄物を
黙々と処理してくれますね。
そして、厄が最も溜まる場所。
人が進んで、綺麗にしない場所を
お掃除すると、自分だけの満足や利益を求める
気持ちや様々な執着、こだわりが消えて、透明
な心になるんです。そうすると、エネルギーの
流れもよくなり幸運がやってくるというわけで
す。成功している有名人や芸能人にも、トイレ
掃除を実践している人がたくさんいますね♩

その① 素手で掃除する
やり方は自由ですが、汚れに対して生身で近づ
くほど、幸運が増えるそうです。

その② 小さな汚れにも手を抜かない
汚れたら掃除するのではなく、日々の日課にし
たいものですね。

その③ 自宅だけではなく、いろんな場所も
綺麗なトイレは、誰が使っても気持ちいいもので
す。会社やお店、公共の場もキレイに♩

その④ 不平不満・愚痴・悪口を言わない
不平不満を言うと、トイレの神様は味方をしてく
れません。トイレ掃除は心も一緒に磨きます。

その⑤ トイレの蓋は閉めておく
お金持ちのお家のトイレは、トイレのフタが必ず
閉まっています。用をたして流すときも、フタを
閉めてから、流します！

ワンポイントアドバイス!

トイレ掃除を続ける、
コツ★

楽しみながらすれば、
続けられます(^^♪

ネオレストの特長

【きれいサイクル】

トイレを使うたびに便器やノズルを除
菌したり、気になるニオイを抑えたり。
あなたに代わっ
て、ネオレストが
トイレのきれいを
自動でサポート。
トイレ空間の快適
が長続きします。

【いつも清潔】
「きれい除菌水」は水道水に含まれ
る塩化物イオンを電気分解して作ら
れる、除菌成分を含む
水です。薬品や洗剤
を使わず、水道水から
作られます。時間が
たつと水に戻るので、
環境にやさしいのが
特長です。

【お掃除らくらく】

お掃除のしやすさを究めた独自のデ
ザイン。奥までぐるーっとフチがない
から、サッとひとふき、お掃除ラクラク
です。

【節水・節電】

1年間でお風呂約200杯以上の
水を節水できます。

【においきれい】

トイレ空間
のニオイ
成分を除
菌水フィル
ターで捕
集して脱
臭。

トイレリフォームのお問合せは

窓ショップ因島店 （有）小林材木店

夏、クーラーをつけているのに と
感じることがある方へ！

「暑い」を解消できる、

カンタン窓リフォームは
いかがですか？？

Q1： 本当に効果があるの？
Ⓐ： 実は、太陽の日差しが窓から入り込むことで、どん

どん室内の温度は上昇してしまうのです・・・。内窓
で日差しの侵入を軽減させると、室内の冷房効果を
高めることができるのです！

Q2： そんなに暑くないのでやる必要はないのでは？
Ⓐ： 今は「省エネ住宅ポイント」が利用できる大チャン

ス！国の予算消化後に終了してしまう制度ですので、
実施するなら今がオススメです。

Q3： どれくらい金額がかかるのかわからない・・・。
Ⓐ： 相談・診断・見積りは無料。工事費込みの金額は、

商品のサイズ・仕様等で異なるので、お見積り提示
の際、分かりやすくご説明させていただきます。

よくあるご質問

内窓が選ばれる
3つの

その1. 工事がカンタン！
<1窓あたり約60分で完成>し
かも、たった1窓のリフォームで、
年中ずっと快適♩

その2. おてごろ値段！
<高い断熱性と防露・防音・防
犯性>なのに、リーズナブル
な値段♩

その3. 豊富なデザイン！
自分で選べる、豊富なデザイ
ンとカラー♩

実際のお客様の声

A様の声
去年は、急な暑さで体がおかしくなりそうでし
たが、家に帰ると、内窓のおかげで室温がほと
んど上がっておらず、有り難かったです。

B様の声
LOW-E断熱複層ガラスを選んだが、エアコン
の効きが違う。こんなにすぐできるなら、もっと
早くすれば良かった。

C様の声
ガラス面積が大きいせいか、窓際の暑さに悩
んでいた。ガラスの表面温度が33度だったの
が工事後は、29度まで下がって感動した。

壁や柱はそのまま
短期間で工事終了

エコ内窓

プラマードU

エコ内窓プラマードUは、省エネ住宅ポイント
対象商品です！更に、8月31日までなら、
TSUTAYAのTポイントが5倍！！とってもお得
なこの機会をお見逃しなく★詳しくは、小林材
木店までお問合せください！


