下：射的の様子。みなさん
上手に当てていました。

昭和レトロがテーマのイベントで
した。懐かしい射的や駄菓子には、
子どもさんだけでなく大人の方に
も楽しんでいただけました。ご来
場いただきました皆様、ありがと
うございます！

１月

新春感謝祭
ご報告

ＴＯＴＯ藤木さん

今回の別れ︑長年とても近くでシンワクライムを
支援してくれていた︑ＴＯＴＯの関口さん︑藤木
さん︑そして︑シンワクライムと共に歩んでくれ
ていたと言っても過言ではない︑渡辺パイプの大
和さんの送別でした︒３人とも︑イベントの時に
は必ず顔を出してくれました︒皆様も︑﹁あっ！
知ってるー﹂と思われた方も多いのではないで
しょうか？

会えなくなるのは寂しいですが︑︑３人の新たな
出発をシンワクライム一同︑自分のことのように
嬉しく思っています︒
どこに居たって︑応援しているぞっ！

和さん
イプ 大
渡辺パ

お詫び

趣味
ＴＯ

好物

唐揚げ･オムライス
甘いもの全般

特技

0120-47-3642
ＴＥＬ 0798-47-3642 FAX 0798-47-3675

社長の鈴木です！

0120-47-3674
ＴＥＬ 0798-47-3674 FAX 0798-47-3675

まだまだ心配なコロナですが、
皆さん元気ですかー？

＠ｘｚｋ００９１ｑ
集合写真。社長が撮ってくれました。

①水廻りは大切なライフライン。 給排水工事まで自社で
水廻りはもちろん様々な問題にも対応 , 解決します。
②工事完了後も万全なアフターフォローをお約束。
定期的なご連絡で皆様とずっと繋がり、 一緒にお住ま

ＴＯＴＯ水まわり純正パーツのご相談

7月

シンワクライムに戻ってきて
もう１年が過ぎました。お客様や、
職方の皆さんに勉強させてもらう
つもりで仕事をしてきました。これ
からも、誠実・謙虚な気持ちを忘れ
ず経験を積んで行きたいです。
よろしくお願いします。

飾らない人柄が魅力の横井
さん。あだ名は何にしよう
かなあ。よっこん？よこっ
ち？ これから考えまーす♪
頼りにしていますので、
よろしくお願いしますね！！

できるのが強み。 先代からの技術継承で自信をもって
水まわりの取替・リフォームのご相談

発行：シンワクライム株式会社
編集：nagaki

セイヤです！

こう見えてスッゴイ
動けるんです

いを守っていきます。

~ 住宅の事ならどんな事でもご相談下さい ~

しばらくイベントの開催が出来てい
ませんでしたが、９月頃に安全に配
慮した完全予約制のイベントの開催
を予定をしています。

シンワクライムよりお得な耳
より情報をお届けします♪♪

前号のつなぐで告知していました、第31回お客様大感謝祭が、新型コロナウィルスの影響で
中止となりました。楽しみにして下さっていた皆様、お詫び申し上げます。

〒663-8181 西宮市若草町２丁目５－１２
URL・http://www.shinwaclimb.jp

DESIGN OFFICE

草野球
漫画をよく読みます
｢鬼滅の刃」面白いです

ＴＯ

関口
さん（
関兄
）

M
B

文月

横井 龍生(りゅうき)です！

REMODEL

ご無沙汰しています︒お変わりありませんか？

渡辺パイプ株式会社

SHINWA

２０２０.７発行

コロナウィルスの影響で︑毎年開催していまし
た５月のイベント開催が出来ず︑皆様にお会い
する機会がありませんでした︒毎年賑やかに５
月が過ぎて行くのに︑今年は今までに経験をし
たことがないような静かな５月を過ごしていま
した︒

今回の出会い、渡辺パイプ 大和さん
の後任の横井さんです！

NO.５2

恒例のイベントなどでお客様にお会いできると
思っていたのが︑当たり前ではなくなり︑寂し
く想いましたが︑当たり前の日常のありがたさ
が身に染みて︑胸がじわーと熱くなりました︒

春だったから。。。
出会いと別れ

そんな中︑お客様から︑﹁シンワさんちゃんと
営業できてるの？﹂と心配のお声を頂くことも
多く︑お客様も大変なのに︑そのように気にか
けて下さっているのだと思うと︑またまた︑胸
がじわーっと熱くなりました︒

上：協力会社さんの皆さんとの集合写真。
目指せ地域ナンバーワン！

なので︑
伝えることが出来るときに伝えますよー
﹁いつもありがとうございまーーーす！﹂

上：懐かし駄菓子が並びました。大人の方々
が正に「オトナ買い」をされていましたよ。

これからもどうぞよろしくお願い致します︒
心を尽くし︑精進致します︒

上：お箸づくりの様子。無心でカンナに向
き合い世界でひとつのｍｙ箸を削り出します。

tunagu

C
L

皆様とシンワクライムをつなぐ情報新聞

お会いできるのを楽しみにしています！
１月のイベントの時に撮った写真です。季節感がありませんが。
。。お気に入りの一枚です。

自分でもつくれる！
経口補水液

オリーヴ成長記

市販品を数本買い置きしておくと安心
シンボルツリーのオリーヴ。昨年は、台
ですが、手元にないときの簡易的な代用に。 風などの影響なのか、実のつきが良くな
水１L＋食塩３ｇ＋砂糖２０ｇ～４０ｇ かったのですが、今年はなんと鈴生りに
実をつけています。収穫時期は、９月中
熱中症の予防にはなりません。熱中症が 旬くらい。収穫した実は、１０か月ほど
疑われるとき、暑さで体がだるい時、食事 かけて塩漬けにして、頂きます。今から
が十分にとれないときなどに利用下さいね。 楽しみで仕方ないです。

zoom up

ココです

after

before
冷蔵庫

Ｋ様邸

before

神戸市
戸建てﾘﾌｫｰﾑ

冷蔵庫

ダイニング

収納

洋室１

収納

after

施工事例

オーディオルーム

ダイニングから見たキッチン。

上:アクセント壁として
LIXILのエコカラットを採用。
調湿、消臭機能もあり、機
能としても◎
書斎・寝室
上：大型テレビとオーディオセット。臨場感
溢れるいい音が響きます。

オーディオルーム
入口

オーディオルームに
入る扉を開けると正
面にニッチ。日常と
は違うゆったりとし
た時間が流れている
ようです。

本は勿論、思い出の写真
が並ぶ書棚はご家族への
愛情で溢れています。

一畳書斎

一畳計画
はじめましょう

after
オーディオルーム

ご協力ありがとうございました︒

ココに脚立が収納されます︒

廊下から見た収納︑家電収納︒

オールホワイトでスッキリ広々

キッチンはパナソニック Ｌクラス

ダイニングから見たキッチン︒壁がなくなり︑開放
的です︒冷蔵庫や︑家電の場所がキッチンとダイニ
ングの中心になり︑理想の動線です︒

キッチン内部の様子。

書棚

書斎・寝室
書斎机

オーディオルーム・書斎︒︒︒憧れる方も多いのではないでしょうか︒
今回はそんな憧れを実現させたリフォームのご紹介です︒

洋室２

ご主人様が単身赴任の期間が長く︑ようやくご自宅へ戻ってこられる
目途がついたとのこと︒ご自宅で過ごす時間が多くなるので︑奥様︑
娘さん︑お孫さん達と映画や︑音楽を楽しむオーディオルームと︑寝
室兼書斎へリフォームすることに︒各メーカーに自ら足を運ばれ︑楽
しみながら仕様を決めて下さり︑わくわくされているのが私たちにも
伝わってきました︒

ゆったりソファーで満喫

before

以前からキッチンリフォームを検討されていたＫ様。ご夫婦で、レイ
アウトを検討され、私たちにお話しをいただきました。家電類やゴミ
箱、収納に困るけれどキッチンに必要な脚立の収納場所の確保、今ま
でのお悩みを解決できる動線へ大変身しました。
ダイニングからササっと冷蔵庫にビールを取りに行けちゃうのでつい
つい呑みすぎちゃいますね♪

洋室１

これからの生活を想像すると︑心が躍りますね♪

ああ、ココが通れたら楽なのになーっと思うことありますよね。今回
は、大胆にキッチンのレイアウトを変えて今までのお悩みを解決した
リフォームのご紹介です！

洋室２

ダイニング

家電収納
カウンター

施工事例

可愛い
お手紙

Ｆ様邸

キッチン

キッチン

家電収納
カウンター

after

before

91％の主婦が、
部屋干しを活用

快適に
過ごしてほしいから！
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ご協力ありがとうございました。
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西宮市

ココから

まずは

パソコンを置いたら書斎へ。
ミシンを置いたらアト
リエへ。一畳あれば
アレコレ
できちゃう。

いつもの暮らしに
コンパクトなリフォームを
※画像はイメージです。
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先日社長の鈴木がリフォームをさせていただいたお宅
のお子さんに可愛いお手紙をいただきました。
「♡おへやを きれいにしてくれて ありがとう
しゃちょう♡」と書いてくれています。工事中も興
味津々だったそうで、現場監督のように見守ってくれ
ていたとのこと。社長メロメロです。

いつでも荷物を受け
取れる宅配ボックス

一畳アトリエ

※画像はイメージです。

るの？
どれくらいかか

￥１９５,０００～

※画像はイメージです。
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押入内法W１８００×D約９００までの場合
床：クッションフロア
天井･壁：クロス
カウンター材
２口コンセント
含む

※画像はイメージです。

るの？
どれくらいかか
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材料
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ミドルタイプ
(W390×D473×H590)の場合
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干しているとき
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材料
工事費
消費税込

ショートサイズ
(W1650×D136×H137)の場合

干していないとき

