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A new life style
suidobiの新しいサービススタイル

地域の暮らしを豊かにする６つの事業

Ⅰ．【リフォーム】
◇主な業務内容◇

一般住宅リフォーム全般・マンションリフォーム全般

Ⅱ．【suidobi不動産】
◇主な業務内容◇

土地、一戸建て、マンションの情報提供仲介

Ⅲ．【新築 tukuru】
◇主な業務内容◇

新築住宅の設計施工

Ⅳ．【エクステリア GARDENS】
◇主な業務内容◇

デザイナーと創るお庭の設計施工

Ⅴ．【はままつトイレ研究所】
◇主な業務内容◇

トイレ時間をハッピーにするトイレ空間創り

Ⅵ．【suidobiメンテナンス】
◇主な業務内容◇

安心の３６５日水まわりトラブル対応窓口サービス

かわら版がお手元に届いた皆様へ

☆このかわら版は、サービスをさせて頂いたお客様

または、ご相談を頂いたお客様へ毎月１回お
届けさせて頂いているオリジナル情報誌です。

☆内容は、お客様にとってお役にたってほしい情報

と弊社の活動状況を掲載しております。

☆付属の返信ハガキにて皆様からのお悩みやご

相談を受け付けております。どうぞお気軽にご活

用下さい。また暮らしの情報や皆様のご近況な

どもお待ちしております。

☆郵送拒否をご希望の方は大変お手数ですが
返信ハガキまたはお電話でお知らせ下さい。

最新のおすすめ商品や

施工事例が盛りだくさん！

・・・・・・・
リフォーム情報が

満載でイメージが

湧きます！

簡単アクセス！

スマホでチェック！

スタッフ全員で毎日更新中！
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『相談できるリフォーム屋さん』の手づくり情報誌

スタッフ吉見の新卒採用奮闘日記(^^)v

スタッフ秋野の おすすめスポット！！

『2022年度入社の2名の内定者が決まりました！！』

採用担当の吉見です！

来年度入社の内定者2名がついに決まりました！

内定者のうち1名はオンラインが初対面という初めてのかたち。もう

1名は合同説明会からのご縁。2名とも内定まで約5ヶ月の間、

自分の働きたい場所かどうか、しっかりとイメージをもっていただく

ように、何度も来社していただき、スタッフともたくさんの対話を重ね

てきました。とても明るく元気で素直で話しているこちらも頑張りたく

なるような、そんな魅力的な学生が2名内定しました！！会社が

魅力的ないい会社になればなるほど、その対価としていい学生の

採用につながる。少しづつですが、目指している“いい会社”に

近づいてきたのかもしれません（＾＾）ノまた来年新しい力が加わる

と思うと今からわくわくです！入社までに内定者が不安にならない

よう全力でフォローしていきます！！

2022年度入社予定の内定者は笑顔が素敵な2名の学生！！

『 Shim�nta HAMAMATSU』
卵・防腐剤不使用！安心で安全で美味しいジェラートが食べれます♡

スタッフ秋野から、会社の近くに美味しいジェラート屋さんが

あるという情報をキャッチ♪女子はスウィーツが大好き♡です

ので、スタッフの吉見とわたくし佐原とお昼休みを使って行っ

て参りました♡お店に入ると毎日手作りしている自家製ジェ

ラートやジャムが並んでいます！どのジェラートにしようかと

ても悩みましたが親切なスタッフの方が丁寧に説明してくださ

りました(^^)様々な味を楽しみたいので私たちはダブルで注文

♪どのお味もとても美味しかったです。複数のいちごのジェ

ラートはもちろん、季節の果物等その時期により商品の種類が

異なるそうです。夏季限定でかき氷ももうすぐ販売されるよう

で、氷がふわふわと口の中で溶けるそう(^^♪定番のいちご以外

に2週間毎に変わる限定のかき氷が評判のようです！併設の農

園では12～5月でいちご狩りが楽しめます♡複数のいちごが常時

食べれますよ！トッピングも持参自由との事です�

『いちご農園 Shimonta』

住 所：静岡県浜松市東区大瀬町2046

電 話： 053-432-8050 

●ジェラート工房【通年営業】

平日：(12～5月)9：00～17：00 (6～11月)10：00～17：00

土・日・祝・お盆：9：00～17：00

●農園【12～5月営業】

9：00～17：00(最終受付時間：16：00)

●定休日：毎週火曜日（祝日の場合は翌日お休み）

※長期休暇有

オリンピック・パラリンピックまで、あと３週間。不安な事を探せば、

たくさんありますが、感染拡大対策を国民全員が意識し合って、行

動し合って、この舞台をたっぷりと、楽しみたいですね！オリンピック

に向けて２年前に自宅に創った、１００インチスクリーンの映画部屋

がやっと活躍する時が来ました！家族でワイワイと見るのが待ち遠し

いです。本音でいえば、全世界の方々が日本に集まり、一生忘れる

ことの出来ない高揚感が味わいたかったですが、足るを知る！今、

この状況に感謝し、前向きに楽しもうと思います！

今年度入社の新入社員も日々成長しています！

▼詳しくはHPをご覧ください

きらぴかと抹茶のジェラート いちごミルクとチョコレートの

ジェラート

新人他部署研修の様子 新人が優秀社員受賞式をプレゼン！

感動です！！
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スイドビ 社長 清水真のつぶやき

笑顔の

今月のつぶやきは、

『もちガツオ』についてです。

浜松の春の風物詩。もちガツオ。皆さんは知っていますか？浜松のおじさん達は、晩酌時、カツオを

出しておけば機嫌がいい！(笑)と言われるくらい、カツオが大好き！そんなカツオの食べ方の一つに、

このもちガツオがありますよね。

もちガツオって何？という方へ。以下、もちガツオの説明です!(^^)!

浜松では、“もちガツオ”と呼ばれるカツオを味わうことができます。最大の魅力は、お餅

のようなモチモチ感。つきたての餅のように、ねっとりと歯にまとわりつくような食感で、

一度食べると病みつきになります。“もちガツオ”は、特別なかつおではなく、死後硬直す

る前の真がつおのことを言います。“もちガツオ”は、日持ちがしないため、遠方へ出荷す

ることが難しく、ほとんどが地元で消費されています。舞阪・新居漁港を賑わすもちガツオ

漁は例年4月頃の初ガツオに始まり6月頃まで、以後も出漁船は減りますが夏から秋まで続き

ます。舞阪もちガツオとは、舞阪・新居から出漁し、釣りあげたカツオの尾を持ち、船縁に

頭を打ち付けて即締めし、血抜きをしてから船のカンコウ（保冷庫）に敷いたぶ厚いスポン

ジの上に丁寧に並べ、凍らせず冷やして運ぶことで硬直前のモチモチした身のまま水揚げす

ることでもちガツオが出来上がります。浜松には、遠州灘で釣り、舞阪港で水揚げ、そして

お店で食べるという流通システムがあるからこそ、味わうことができる一品です。

まだ今期も、水揚げされている様子ですので、ぜひ皆さんも感染対策をしっかりしたうえで、居酒屋さん

へ行ってみて下さい。インスタやFBでチェックすると、もちガツオの仕入れ状況を毎日発信しています

よ！私はいつも、「ほろ酔い村 映里砂」さんと「魚魯魚魯（ぎろぎろ）」さんをチェックしています(*^-^*)

私が、もちガツオを初めて知ったのは、２２歳の時でした。当時の職場の上司が、釣りが趣味で、立派な

８人乗りくらいのクルーザーを所有していまして。春から夏は毎週のようにクルーザーで遠洋へ釣りに誘

われました。一時間以上かけて沖に出て、トローリングとルアー釣り！目指す釣果は、もちろんカツ

オ！！！しかしよく釣れたのは、１ｍ級のシイラ。怖い顔したシイラをポイポイと、捨てるように海にリリー

スしたのを鮮明に覚えています(笑)

カツオは釣った直後に脳天をハンマーで思いっきり叩いて血抜きして、氷水の入ったクーラーBOXに漬

け込みます。これで鮮度が維持され、もちガツオの状態が出来上がります。釣りが終わった後、船の洗

車を手伝う事で、いつも無料で連れて行ってもらっていました。

私は本当に職場の上司、同僚に恵まれてきまして。最初の職場の最初の上司、次の上司、身近な先

輩。２社目の上司と。全ての方に、よく自宅にご招待いただき、奥様が創った料理を頂いたり、家族ぐる

みで遊ばせて頂いたりして、家族のような関係性を体験してきました。

春になり、もちガツオが水揚げされ出すと。２０代前半、妻と二人で先輩のお家にご招待され頂いた奥

様の美味しい手作りハンバーグ。生まれたばかりの長男を連れて、初めて上司のお家に挨拶に行った

時、赤ちゃんがお家をまたぐ事は、とっても縁起の良い事なんだよと、玄関で頂いたお祝いの１万円。数

えきれない程の、上司に良くして頂いた事や一般常識を教えて頂いた事を思い出します。
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お客様からの質問コーナー

皆様からの質問お待ちしております(^O^)／

電話・メール・ホームページ・御用聞きカードにて受付けております！

また、週末の土曜日・日曜日も相談窓口はOPENしております！

Suidobi salonまでお気軽にお立寄りください。

素敵な空間、おいしいコーヒーでおもてなし致します。

【Sｕｉｄｏｂｉ ｓａｌｏｎの暮らしのお悩み電話受付時間】

平日：９：００～１７：００

土日：１０：００～１６：００

祝日休み

0120-17-4102

無料相談会・ご来店・メール・ホームページ・お客様との雑談中。。。などなど、たくさんの

ご質問をお客様から頂きます。そんな質問の中からお客様にお役にたてたらと思う質問

をご紹介するコーナーです。

どうですか、参考になりましたか？ 具体的なご相談がございましたら、

同封の御用聞きカードもしくは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいね(^^)/

お困りの知人・友人をご紹介ください！
リフォーム・不動産相談会を毎週末開催中！！

ここ浜松市で皆様にとって相談しやすいリフォーム店となりたい！

そんな想いから私達は毎週末、suidobiオフィスにて無料

リフォーム相談会を開催しています！

７月開催は

３日（土）４日（日）・１０日（土）１１日（日）

１７日（土）１８日（日）・２４日（土）２５日（日）・３１日（土）

時間は、１０：００～１７：００

場所は、suidobiとなります。

A．収納スペースとして活用する事が出来ます。

Ｑ．食器洗い乾燥機を使っていません。他の活用方法はありますか？

東区 S様

清水からのアドバイスはこんな感じです(^O^)

今回のご相談は、お家を建てて２５年。食器洗い乾燥機をずっと活用してきたお客様から

の相談でした。

何でも、家族構成がご夫婦二人となり、食器洗い乾燥機を活用しなくても、手洗いでストレ

スを感じない量の洗い物になった様子。だんだん活用しなくなり、最近では、全く使わなくな

りました。このまま放置しても不衛生、何かこのスペースを他に活用できないかと。

そこで今回は、食器洗い乾燥機を撤去して、その空いたスペースを収納に使おうとご提

案！空いたスペースに可動式の棚板を設けて、収納物に応じた調整も可能に！

電子レンジやゴミ箱を置いたりしてお客様も大満足の活用をして頂く事が出来ました。食器

洗い乾燥機、最近使ってないな～、、、こんな方は下のQRコードから施工事例をチェックし

てみて下さい！写真付きの分かりやすいsuidobi施工事例のブログを見ることが出来ます。
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お家暮らしをワンランクUP⤴ 今月のおすすめリフォーム

色あせた床、黒ずんだ窓際の床、綺麗に出来ます！

今月のsuidobiからのお知らせ

目指せ浜松一！営業スタッフ大募集中！

『上から貼るだけ！低価格の優れもの！』

リビングやキッチンの床。古くなり汚れも目立って

困っていませんか？

そんなあなたにおススメのリフォームです！

パナソニック社製

1.5mmリフォームフローリング

USUI-TA［ウスイータ］

こんな特徴があります！
・1.5㎜の薄さで段差がほとんどなく工事可能

・床暖房の床にも工事可能

・ワックスがけ要らずで、傷にも強い

・安心の抗ウイルス加工

・貼るだけ施工で8畳なら一日で工事完了

・貼るだけだから埃も出ず、住みながらの工事可能

とってもおススメのリフォームです！

お気軽にご相談ください！

リフォーム営業スタッフを大募集しています！

suidobiでは、一緒に会社を成長させてくれる

仲間を探しています！

・本気になって働きたい！

・チームで働く事が好き！

・人と関わる事が好き！

・人の役に立ちたい！

そんな仕事に働き甲斐、やりがいを求めている

あなた！私達と一緒に働いて、浜松で一番の

笑顔が溢れる、いい会社を創っていきませんか！

未経験でも大丈夫！ご興味のある方はお気軽

に応募下さい！ご紹介もお待ちしています！

応募のお問い合わせは

電話：０１２０－１７－４１０２

採用担当：吉見有子・清水真まで

QRコードはこちら！！

貼るだけ施工！解体等の必要ありません

施工事例のQRコードはこちら！！

色は９色！豊富なラインナップ！



VO.143

個性タップリ！１８人！Ｓｕｉｄｏｂｉの仲間たちです！！

秋野千里【繋ぎ役】 山口貴之【創り役】大竹美代子【繋ぎ役】

田中です。春に小学生になっ

た娘のためにカウンターテー

ブルと壁付け収納棚を作りま

した。ついでに壁の色も塗っ

てみました。概ねイメージ通り

に仕上がったので満足です。

たくさん勉強してくれるといい

のですが、、、

田中大介【創り役】

上村裕子【繋ぎ役】後藤豊【創り役】

庭の青梅が良く実り、

自分は梅干しを作ろうと思い

ます(⌒∇⌒)

妻は梅酵素シロップを作ると

張り切っていました。出来る

のが楽しみです(^^♪

田宮裕悦【創り役】藤谷幸弘【伝え役】近藤陵【伝え役】 佐原寛子【繋ぎ役】

高校時代一番長く時間

を共有した同級生の結

婚式へ行って来ました。

最近感動に弱くなってき

ているので、序盤から涙

腺が大変で、思い出動

画で「泪」!感動をありがと

う!!結婚おめでとう!!

先日、河原でBBQをしました。

急遽決まったため準備する

間もなく業務スーパーとビッ

ク富士で食材を揃え9割が

肉のBBQ。準備時間があれ

ば良かったが、仕込みをし

てバランスを考えた食材で

次回やります！

長女の遠足に行ってきま

した。昨年はコロナで中止

だったので初めての遠足!

大きなバス♪お弁当♪お

菓子♪お母さんと2人♪と

考えただけでワクワクが止

まらない様子の娘でした

♡2人でとても楽しい時間

を過ごせました(^^)

近くの神社で売っている

みたらし団子です。出来

立てを提供してくれ、食

べやすい味でおいしいで

す。子供たちも大ファン

で、取り合いになって食

べます。我が家はいつも

買っています。

松尾勇星【伝え役】 清水政子【繋ぎ役】 清水明雄【会長】吉見有子【繋ぎ役】

会社の２階から見え

る毎日の夕焼けがと

ても綺麗です。３６５

日夕焼けが見えるよ

うに南と西に設けた

大きなガラス窓。癒

しです。

今回は、浜松にある野池

でルアーを使ってブラック

バスを狙ってきました。産

卵を終えて体力を回復さ

せている時期でかなりシビ

アな状況でした。元気が

なくガリガリの魚が多かっ

たので少し残念でした。

久しぶりに家族でプチバーベ

キュー！焼き鳥や手羽先な

どちょこっとした焼き物をしま

した！最後に庭で取れた

じゃがいもでジャガバターをし

ました！最高でした！また友

達ともやりたいです。

清水真【代表】藤井陽介【伝え役】

毎週息子の野球でなかなか

娘と遊ぶ時間がなかったので、

久々娘DAYを作って森林公

園で遊んできました。一緒にｱ

ｽﾚﾁｯｸを楽しみました♡娘は

大満足!大人は筋肉痛!運動

不足解消におすすめですよｗ

毎年造っている梅酒を今

年も造りました。

いろいろな果実酒がある中

で梅酒は一番簡単で身体

に良く美味しいと思います。

暑い日にﾛｯｸｸﾞﾗｽにぶっ

かき氷を入れて飲むのが

楽しみです。

おうち時間が増えた今、七輪で

するミニバーベキューにハマって

います！用意も片付けもとっても

楽で、なんとなく出るレトロ感もお

気に入り♡ホイル焼きや変わり種

も焼きたいと提案をしてみますが、

私以外はお肉のみでというスタン

スなので、毎回脚下されます笑

子供達のリクエストに応えて、

“竜ヶ岩洞”へ行って来まし

た。ここへ来たら無条件に

やってしまうこと。「日本一

の顔ハメ」今回もやってしま

いました(笑)コロナ対策も

しっかりとされており、安心し

て楽しめました!

甥っ子・姪っ子の誕生日会を

実家で行いました。飾り付けも

折り紙を使って2人と一緒に準

備しました！姪っ子は祖母の

手作りドレスを着てご満悦♥

ケーキ・プレゼントと大満足の

1日だったようです。

先月号で掲載させていた

だいたサボテンの花が咲き

ました。ピンクのサボテンか

らピンクの大輪の花が4つ

も!!ただ花が昼間に咲き夕

方に閉じるので、満開の状

態を1つしか見ることができ

ていません↓(>_<)

富士登山、今年は開山の様子。

好き勝手に全員が楽しむことが

出来る慰安旅行もいいですが、

共通の苦楽を体験しながら励

まし合い目標を達成する登山

も好きです。今年は新人３人と

トライします！

丸岡直樹【繋ぎ役】

吉田友貴【伝え役】

天気が良く洗濯物を干し

ていると、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞにｱｼﾅ

ｶﾞﾊﾞﾁが巣を作り始めて

いるのを発見!!まだ作り

始めで女王ﾊﾞﾁしかいな

かったので、自分で駆除

しました。何事も早期発

見が大切です。

あいちゃんのトリミングに

行ってきました！最近

は暑い日もあるので少し

早いですが夏仕様にし

てもらいました！定員さ

んもおとなしくていい子

だと褒めていました！



『相談できるリフォーム屋さん』の手づくり情報誌

資料請求は

同封の返信ハガキ又は

電話0120-17-4102

ご希望の資料をお伝えください

後日ご郵送させて頂きます。

直接ご相談をご希望される方へ

●週末土日もご相談承っております。事前にお電話いただければ、アドバイザーの

清水又は山口が親切丁寧に無料でご提案させて頂きます。どうぞお気軽にご予

約下さい。

●建築図面をご持参いただけますと、より具体的なご提案が出来ます。

●ご家族・お子様・ワンちゃんとのご来店も問題ありません。

『この工事っていくらかかるの？』『この商品ってどこのメーカー』『この雰囲気素敵！』もっと詳しくお知りになりたい方はこちらから

見積もり

無料
訪問依頼

無料
相談

無料

外壁診断士・増改築相談員・建築施工管理

住宅メンテナンスの有資格者のプロ集団が

安心の診断とご提案をお約束いたします！

今月の素敵な施工事例です！

内装も水まわりも全体的に劣化が目立っていました

リノベーション

☞一戸建て☞工期80日 リフォーム費用

（材料費＋工事費）

833万円

元々お父様のご自宅だったお

家に息子様家族が住むことに

なりリフォームのご相談を頂きま

した。ご相談のきっかけは、新

聞折込チラシとGoogleの口コミ

でした。

【工事内容】
１階リノベ―ション

水まわり総取替

内装貼替

・中区K様邸

・施工箇所：内部全般、外部テラス

・使用商品：キッチン：パナソニック ラクシーナ

お風呂：リクシル アライズ

床材：パナソニック ベリティス

お父様が陶芸が趣味でした。そこで玄関

にお父様の素敵な陶芸品をかっこよく

魅せることが出来るようにと提案させて

頂きました。

担当：山口貴之

内装にこだわり見違えるほどオシャレな空間に大変身！

リフォーム

後

リフォーム

前

施工事例のQRコードはこちら！！
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下水切替

松尾勇星【伝え役】 清水政子【繋ぎ役】 清水明雄【会長】吉見有子

お家の建て替えを機会に浄化槽

から下水道への切り替えをご検討

されました。

合併浄化槽です

内装も新しくなり明るい雰囲気となりました！

水まわり

内装

リフォーム費用

（材料費＋工事費）

500万円

OB様からのご紹介がご縁の始まり

でした。suidobiの過去の施工事例

やカタログなどを参考にしてたくさ

ん打ち合わせを重ねていきながら

S様と一緒にイメージを練り上げて

いき、最高の仕上がりとなりました。

【工事内容】
水まわり全般取替

内装貼替

☞一戸建て☞工期30日

とても綺麗な仕上がりに私もとっても嬉しく

なりました。工事期間中にはお孫様が誕生

されるという素敵なご報告も頂きました。

ご家族皆様の暮らしがハッピーになります

ように願っております。

合併浄化槽の為、配管は下水道仕様で

施工してあったので既存配管を利用し

費用と工期を抑える設計をするを心掛け

ました。

☞一戸建て☞工期3日

リフォーム費用

（材料費＋工事費）

35万円

【工事内容】
下水道への切り替え

・磐田市K様

・施工箇所：外部

撤去します

タイル貼りのお風呂は冷たい印象でした。床は黒ずんでいました

担当：藤谷幸弘

担当：田中大介

吉田友貴

・中区S様様邸

・施工箇所：水まわり・LDK

・使用商品：お風呂：リクシル スパージュ

トイレ：TOTO ネオレスト

リフォーム

後

施工事例のQRコードはこちら！！

リフォーム

前

施工事例のQRコードはこちら！！

下水道配管へ切り替えます


