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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
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◇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
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土地、一戸建て、マンションの情報提供仲介
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新築住宅の設計施工

Ⅳ．【エクステリア GARDENS】
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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】
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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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スタッフ吉見の新卒採用奮闘日記(^^)v

スタッフ佐原の おすすめスポット！！

『2023年卒対象の就職活動始動！！』

採用担当の吉見です！

夏休みを利用してインターンシップに参加し、業務体験を通して

業界や仕事理解を深める学生が年々増加しています。

インターンシップとは職業体験のことで、内容は企業によって様々。

共通目的は学生の就活のサポートになるような活動という点。

Suidobiでは仕事の本質・リフォーム業界、業種・自己の理解を

体感できる3日間のインターンシップを企画！冬のインターンシップ

で好評だったピタゴラスイッチ創り・リフォームプランニング体験・

パーソナリティ分析と盛りだくさんの内容でスタッフも全力で臨みました！

参加してくれた学生は4名。県外から3日間来てくれたり、中には

泊まりで参加してくれる学生も！！そんな学生さんの就活の不安や

疑問に、社会人の先輩も真剣に答えてくださり、最終日には

参加して良かった！の声がたくさん（＾＾）このご縁を大切に、選考に

関わらず今後もサポートしていきたいと思います！！

前期好評だった営業模擬体験！

お客様のご要望以上のプランニングに挑戦！

多肉専門店『 多肉屋黒田（タニクロ） 』
2021年5月にOPEN！

会社のハイビスカスが毎日綺麗に咲いています。身近にあると、

もっと知りたいと興味が湧くものでしてちょっと、調べてみました！花

言葉は「繊細な美」「新しい恋」。ハワイの州花、シンガポールの国

花。咲いた花は１日で枯れるのですが、毎日のように新しい花が

次々と咲き変わっていきます。６月～１０月の間が花開く時期です。

とにかく元気を貰える植物です！葉の緑色と花の赤色は力強い原

色で迫力があり、毎日新しい花が咲き続けるエネルギーには驚きま

す。まだまだ花が咲き続けます！ぜひ見に来てくださいね！

3日間のインターンシップが無事に終わり、学生さんから参加して

よかった！の声が聞けてスタッフも一安心！！

Suidobiの多肉師匠大竹さんから教えて頂き、南区の卸商団地の中にある

多肉専門店多肉屋黒田（タニクロ）さんへ先日行ってきました～(^^)/

今年の5月にオープンしたばかりのお店です♪

小さいものから大きいものまで多種多様な多肉ちゃん達が

沢山販売されておりました(^^♪どの多肉も綺麗で元気がよいものが

多かったです。色々目移りしてしまい大変でした(^^♪

植物だけでなくリメイク缶の鉢や陶器の鉢・韓国鉢等も売っていますよ。

また育てるポイントをお聞きすると快く教えてくださいます。

初心者の方でも植物を育てる楽しさを感じてもらえたら・・・という思いで

販売されてるそうです。

寄せ植えの販売やオーダーメイドも承っているそうです。

お近くを通られた際は是非是非足を運んでみてください♪

静岡県浜松市南区法枝町757

営業時間

水・木・土・日・祝日 11：30～日没まで

月・火・金 14：00～日没まで

お休みは不定休のためSNSで確認

雨の日は休み

インスタグラムをチェック♪
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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、

『美味しい井戸水あります』についてです。

毎月書かせて頂いているこのコラムも気づけば１４５回目。１３年目に突入しました。今後共、稚拙

なコラムですが、私が経験した事、考えた事を通して、皆様に少しでも明るい気持ちになって頂け

たり、一緒に考え合って頂けるような場になれたらと思っております(*^-^*)

先日コロナワクチンの２回目の接種が終わりました。接種に関しては、多くの異見がありますが、私

は不特定の方々と触れ合う機会が多い立場ですので、お会いする方々に不安やご迷惑をかけな

いためにも、最短で接種をするつもりで、当初からいました!(^^)! 接種までの感想ですが、簡単な

予約体制、待たされる事なく丁寧な対応の接種会場。ただただ、この場を創って下さった関係者

の方々に感謝の気持ちでいっぱいとなりました。接種後の私の症状は、１回目は注射カ所周辺の

筋肉痛が２日ほど続きました。２回目は、１回目よりも痛みが大きい注射カ所周辺の筋肉痛と、翌日

の酷い頭痛と胸やけがありました。共に一日だけの症状で、改善されました(*^-^*) 皆さんはワク

チン接種とはどのように向き合っていますか？接種が正しい選択なのかは、数年たってからでない

とわかりません。とにかく、全てが不明確な今は、一人一人が、よりよい未来を創るために、どうする

べきかを当事者意識もって考え行動し、助け合うしかないですね!(^^)!

今月は、suidobiのお庭、「suidobiパーク」内にある、井戸水について改めてご紹介させて頂きます

ね!(^^)! このめちゃくちゃ美味しい地下水を定期的に汲みに来て下さる方が、「suidobiさん！この

地下水の事を、もっとPRした方がいいよ！」とお声かけ頂きまして！

う～ん。どこからご案内した方がいいかな。。。はい！まずは、suidobiの事務所の敷地内には地下

７０ｍの地下水が溜まっている井戸があるんです！７０ｍの地下水をどうやったら汲み上げることが

出来るのか？下のＱＲコードを読み取ると、井戸工事の様子のブログに繋がりますので、ぜひ見て

ください！

この地下水は水質検査に出しましたが、pH値6.8の弱酸性・硬度87ｍｇ／Ｌの軟水。良質なナチュ

ラルミネラルウォーターでした。水道水と飲み比べると、エぐみなく、サラッとした口当たりです。お

茶やコーヒーが水道水と比べて美味しくなると汲みに来る方からお喜びのお声を頂いております。

この美味しい地下水をいつでも無料で提供できるように、suidobiパークでは、電気ポンプで汲み上

げて蛇口からも出るように。また、停電時でも汲み上げることが出来るように、手押しポンプも設置し

てあります。閉塞感あるコロナ禍の中。美味しい地下水でお茶やコーヒー、お米を炊いて、お家時

間を豊かにしてみませんか。スタッフに地下水を汲みに来たよ！と気軽にお声かけ下さい。井戸ま

でご案内いたします！

←井戸工事の様子が

ブログで確認出来ます！

←このように容器を持って

お気軽にご来店下さい！
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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！

９月開催は

４日（土）５日（日）・１１日（土）１２日（日）

１８日（土）１９日（日）・２５日（土）２６日（日）

時間は、１０：００～１６：００

場所は、suidobiとなります。

A．網戸をつけて、玄関ドアが開いても出れないようにしてみては。

Ｑ．帰宅して玄関を開けると猫が逃げてしまいます。対策はないですか？

南区 T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、猫を飼っているお客様からのご相談でした。自宅に帰り、玄関を開ける

時、気を付けながら開けても、どうしても猫がサッと外に出てしまう時があって( ﾟДﾟ)

猫はちょっとした隙間からでも出てしまいます。玄関の外のポーチに囲いをするのは大ごとで

すし、美観も損なわれるし・・・。

こんなリフォームがあります。後付け網戸です。玄関の部屋内側にアコーディオン式の網戸

を取り付けることが出来るんです。これを取付けて、出掛ける前に閉めておけば、帰宅して

玄関を開けた時も網戸が閉まっているので猫は出る事が出来ません！

また、暑い夏は、思い切って玄関を開けて、風を通す事も出来ます。玄関に網戸の取付。

ペットの安全対策の面からもおススメのリフォームですね!(^^)!

玄関網戸の施工事例が

このQRコードから見ることが

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

もうすぐ締め切り！最大３０万P貰える補助金

今月のsuidobiからのお知らせ

トイレ時間をハッピーに！はままつトイレ研究所。発信！

『グリーン住宅ポイントが１０月３１日に締め切りになります』

高い省エネ性能へ住宅の質を上げるリフォームに対して

国が補助してくれる制度です。

☆どんな工事が対象なの？

・窓やドアの性能向上

・天井、壁の断熱性能向上

・お風呂の性能向上

・蛇口の性能向上

・トイレの性能向上

☆どんな補助がもらえるの？

・指定された生活商品。例：家電、食品、インテリアなど

・追加工事に対する工事費補助

お問い合わせは

電話：０１２０－１７－４１０２

担当：上村裕子まで

はままつトイレ研究所。のHPが完成しました！

トイレのリフォームは、古くなったから取り換えるだけ

ではなく、もっと暮らしを豊かにする可能性がある事

をお伝えしたく、はままつトイレ研究所のホームページ

作成に１年がかりで取り組んできました。

とうとう完成しまして、８月末に公開しました！

ホームページ内でトイレの商品選びから内装選び、

備品選び、そして見積作成まで出来ます！

ご自身にピッタリのトイレ空間のリフォーム後の様子と

ご予算のイメージが分かる面白いホームページです！

ぜひお気軽に閲覧ください！

お問い合わせは

電話：０１２０－１７－４１５５

担当：清水真まで QRコードはこちら！！

かわいいデザインです！

見積作成機能搭載

インスタへの施工事例

が満載

制度内容のHPはこちらから
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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】

先日、フ●ミチキが道路で

車に轢かれていました。彼

は現状に満足せず、リスクを

恐れず外に飛び出したんだ

と思います。チャレンジャー

精神は種族を超えて私の心

を動かしました、そう！！チ

キンになってちゃダメ…

田中大介【創り役】

上村裕子【繋ぎ役】後藤豊【創り役】

カモ井加工紙(株)のマスキング

テープイベントに行きました。

いつもは仕事で使うマスキング

テープですが、最近は多彩な用

途があり壁紙の変わりに、マスキ

ングテープでアクセントを付けた

り、家具に貼る物もあり今後の仕

事にも生かせそうです。

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】

実家の近くに遊具付の

公園ができたので早速

行ってみました。小さな

公園ですが、子供はど

んな所でも楽しく遊んで

いるので見ていて癒され

ました。まだまだ暑いの

で熱中症に注意ですね。

浜名湖にあるラーメンカフェ

“ワコー”さん。水上バイクや

船で立ち寄ることにできる

ペット同伴OKのお店です。

一度もワンちゃんを連れて

いったことはないけど、海を

眺めながら一緒にソフトク

リームを食べることが夢です。

こども園の夏祭りが開催され

ました。少人数で盆踊りを

踊って30分で解散ですが、

娘にとってはこれしか知らな

いのでとても楽しんでいまし

た♪来年は全園児で模擬店

がずらりと並んだ夏祭りを経

験できるといいね♡

写真は、コイケヤの限

定ポテトチップスです。

揚げたてを封してすぐ

に届けてくれるという商

品で、半信半疑だった

のですが、食べてみる

と美味しい。やみつき

になりそうです。

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】

毎日社内には鈴

虫の音色が響いて

います。自然の音

はとても心地いい

です。今年も卵を

産んでいる様子。

来年も聞けますね。

今回は、浜名湖でルアーを

使ってシーバスを狙ってきま

した。セイゴと呼ばれる小さ

めサイズの群れが入ってい

る状態でルアーを投げるた

びに釣れる入れ食いになり

ました。たまには小型の魚を

たくさん釣るのも楽しいです。

今年初の花火をしました！

今は祭りや打ち上げ花火が

ないため少し寂しいです！

しかし、久しぶりに手持ち花

火ができて夏を感じました！

楽しかったです。来年は祭り

や花火がある生活が普通に

なってて欲しいですね！

清水真【代表】藤井陽介【伝え役】

今年の夏も毎年恒例のクワ

ガタ採り！いつもよりは採れ

る量は少なかったですが、

ノコギリクワガタやヒラタ、ミ

ヤマが採れて子供たちも大

満足！家族や自然と触れ

る時間が増えて悪い事ば

かりではないですね(^^)

社庭の芝に散水していたらｳｯ

ﾄﾞﾃﾞｯｷの下から蛇が頭を出し

てきました。一瞬驚きましたが

「何かいいことあるかな」と思い

ながらｼｬｯﾀｰを切りました。

蛇が住みつく家は幸運を招くと

昔から言います。弊社の運気

が上がることを祈っています。

新しいお皿を買ったので、料理

が楽しくなっている秋野です。

( *´艸｀)新築したときは色々お

皿を買いましたが、ひと通りそ

ろってしまうとなかなか買わない

もの・・ それでは料理をするの

にもマンネリ化してしまうので、新

しくパスタ皿をゲット！しばらくパ

スタが続きそうな予感です。

不要不急の外出を控えな

がら楽しめることはないか⁈

ということで、山口家『おうち

カラオケはじめました♪』カ

ラオケBOXとほぼかわらな

いクオリティｰに、子供達も

大満足のよう。全然マイクを

渡してくれません�笑

お家時間を楽しもうと数年ぶ

りにジェンガをしました。

6歳の姪っ子も大人にまじっ

て真剣勝負！負けず嫌いな

ので負けるとギャン泣きしてる

姿もホッコリしちゃいました

(*^^*)

浜松ガーデンパークでひ

まわりが満開でした。暑

い日だったので、流石の

ひまわりもところどころ

ぐったりしていましたが、

その中でも元気なひまわ

りは東を向いて凛とただ

ずんでいました。

優良工事店の表彰式に参加し、

受賞会社を代表して挨拶を。

スタッフへの感謝と浜松市への

感謝と市民の皆様への感謝の

気持ちを素直に述べさせて頂

きました。いい経験をありがとう。

藤谷さん、大竹さん。

丸岡直樹【繋ぎ役】

吉田友貴【伝え役】

この間、家のすぐそばで花

火が上がっていました。とて

も迫力があり綺麗でした！

調べてみたら、医療従事

者への感謝を示す花火

だったそうです。早く賑わい

のある花火が見られる日が

来ればいいなと思いました。

先日、姉の友達のお家にお

じゃましてきました。姉のお

友達の家も犬を飼っている

のであいちゃんを連れて行

きました！最初は初めて来

る場所で戸惑っていました

が最終的には楽しく遊んでく

れたので良かったです！



『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！

水まわり空間全てで、寒さと暗さが印象的でした

水まわり

☞一戸建て☞工期10日 リフォーム費用

（材料費＋工事費）

219万円

これまでのsuidobiのお付き合い

で、他ではなくsuidobiに決めて

下さりました。

【工事内容】
お風呂取替

洗面台取替

トイレ取替

給湯器取替

IH取替 他

・O様邸

・施工箇所：水まわり交換、配管改修

・使用商品：お風呂：タカラスタンダード

限られたスペースを最大限に活かし、

ご希望に添えるご提案をすることが

出来ました。今後の弊社の活動に

活かしていける貴重なご意見を沢山

頂き有難うございました。

担当：山口貴之

全体的に雰囲気が明るくなりました！

施工事例のQRコードはこちら！！

リフォーム

後

リフォーム

前
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床工事

松尾勇星【伝え役】 清水政子【繋ぎ役】 清水明雄【会長】吉見有子

床板がブカブカと沈んだり、色あせ

たりと劣化が進み不安な状態と

なりました。そんなご相談を頂きま

した。下地から補強し直して、高性

能の床材に貼替です。

清潔、安心、ワックス要らずの

素敵な廊下の完成です。

新しい床材を貼ります

オシャレです！地域で一番目を引く完成度！！

外壁塗装

リフォーム費用

（材料費＋工事費）

155万円

以前にお風呂のリフォームをさせ

て頂いた際に、将来を考え無料外

壁診断をさせて頂きました。数年

後、お声かけを頂き、外壁塗装を

させて頂く事になりました。B様のご

希望は落ち着いた雰囲気で新築

のように蘇らせたい！

【工事内容】
外壁塗装

防水メンテナンス

屋根メンテナンス

☞一戸建て☞工期30日

ご希望の落ち着いた色を出すために、

つや消しを採用し、マットな仕上がりを

ご提案しました。木部は暗め、破風は

明るくアクセントに。絶妙なバランスで

オシャレな仕上がりとなりました。

安心してホールや廊下を歩いてもらう

ことが出来ました。予定より工期が伸び

て申し訳ございませんでした。

☞一戸建て☞工期6日

リフォーム費用

（材料費＋工事費）

54万円

【工事内容】
床のリフォーム

・I様

・施工箇所：廊下

劣化した下地を

経年劣化で色がくすんでいました

担当：藤谷幸弘

吉田友貴

・東区B様様邸

・施工箇所：屋根・外壁・ベランダ

施工事例のQRコードはこちら！！

施工事例のQRコードはこちら！！

劣化が進んでいました

担当：山口貴之

リフォーム

後

リフォーム

前

完成です


