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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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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、

『とある横断歩道のお話』についてです。

このかわら版ですが、発信の方法を変更する事となりました。ご年配の方にとっても、インターネット、

スマートフォンがとても身近な存在となりました。これは仕事の中でも実感します。著しく変化したのは新

聞折込チラシに対する問い合わせ数です。これまで、生活の情報収集の軸の一つに新聞折込チラシ

がありました。しかしコロナ過を経て、状況は一変。新聞折込チラシを見たのでというお問い合わせは弊

社に限っては、ほぼゼロに変化しました。世の中の情報収集の手段に大きな変化が起きている。かわら

版の発信の仕方も世の中の変化に対応する時かと。いつでも読めて、読みやすく、地球にも優しくゴミを

減らす。かわら版を携帯で見れるように変えていこう！と。

そのような背景から、このかわら版は、デジタル版としてsuidobiのホームページに掲載しています。紙で

の郵送は１月４月７月１０月の年４回へと減らしていく事になります。しかし、楽しみに毎月読んでるよ！と

お声かけ頂く事が有難い事に多々あります。そのようなお客様へは、引き続き毎月郵送させて頂きたく。

お手数をお掛け致しますが、かわら版の毎月の郵送を希望されます方は、同封の返信ハガキにお名前

を明記の上、ご返信頂けますでしょうか。発信の仕方は変わりますが、喜んで頂ける紙面づくりに変わら

ず社員と共に取り組んでまいります。変わらずこのsuidobiかわら版をご愛好頂けましたら嬉しいです。

さて、四国は徳島県のお話です。それは、「９割の車が一時停止する横断歩道」。私は常々、世の中を

善くするモノはルールや罰則ではなく、人々が心を磨き合うコトだと思っています。

皆さんは車を運転する時、横断歩道では一旦停止していますか？歩行者として横断歩道を渡る時は

何か意識していますか？徳島県のとある横断歩道は、長く続く坂道の一番下にありまして。車はある程

度のスピードを出していて、渡り始めている人が明確でないと、そのまま車はスピードを維持したまま通

過していました。１時間に６０台～７０台という多い交通量。小学校の近くという事もあり、近隣は安全対策

を学校や警察に働きかけていました。車の横断歩道での停車率は徳島県は１１．８％。９割の車が止まら

ずに通過していました。それが、近年なんと、９割の車が止まるようになったんです。警察が取り締まりを

始めたわけでもなく、父兄が旗振り誘導を始めたわけでもなく。罰則や管理を強化してもいないのに。。。

原因は、明確ではないのですが、児童が横断歩道を渡り終えた時、止まってくれた車に対して、深々と

「お辞儀」をし始めてから、車の停車率が改善されたようなんです。近隣の女性は「深々とお辞儀をする

子供たちがかわいく、止まらなければと思う」と。驚く事に、このお辞儀の習慣は、学校が指示した訳で

なく、いつのまにか児童たちから始まり、引き継がれている。ある児童は「車はいつも止まってくれるので、

ありがとうの気持ちでお辞儀している」と。

渡ろうとしている歩行者がいても、歩行者を優先できずに走り抜けてしまう車。車が停まってくれても、ス

マホをいじりながら当たり前の様に渡る大人。子どもの純粋さからは多くの事を教えられますね。本来は

大人である私達がこのような純粋さを子供たちに示したいものなのですが。皆さんは、待ってくれた車に

お礼をしていますか？運転時には横断歩道で必ず止まっていますか？

←QRコードから徳島の

横断歩道の記事が読めます

データ版かわら版は

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】

田中です。今回は庭にログ

ハウス風小屋を作ってみよ

うと思います。複数回に分け

作り方を紹介しますので、興

味のある方は是非チャレン

ジしてみてください！まず、

なんやかんやでこんな感じ

の小屋をつくります…つづく

田中大介【創り役】

上村裕子【繋ぎ役】後藤豊【創り役】

藤井フミヤ展覧最終日、

時間枠の予約観覧に行

きました。アートの知識が

ない私ですが、ひきつけら

れるものがありました。藤

井フミヤ氏の音楽の才能

だけでなく画家としての才

能もすごかったです。

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】

最近小学生の間で「銭天

童」という駄菓子屋さんの

アニメが流行っているとい

う事で、我が家の一角に

もオープンしていました。

土日営業みたいですが、

一瞬で売り切れてしまう

人気店みたいです。

高校3年生の娘が通う吹奏

楽部のコンクールがサーラ

音楽ホールで行われました。

平日は遅く、休日も部活の

練習やコンクールと忙しい

毎日でした。そんな娘も来

年から専門学校へ。生意

気だけど実際寂しくなります。

娘の運動会がありました。初めて

のリレーは子どもながらに一生懸

命ですがハプニング盛沢山で面

白くて、思わず声を出して応援し

たくなりましたが我慢我慢・・・父

さんは自分も走りたくなったとか

(笑)子どもからもらえるパワーは

∞ですね♪無事終わってホッ。

だいぶ前の話になります

が、静岡へ行ったときに

通りすがりに買ったどら焼

きです。目の前で生地を

焼いてあんを挟んでくれ

て、出来たてを食べられ

ます。生地がしっとりして

いて美味しかったです。

松尾勇星【伝え役】 清水政子【繋ぎ役】 清水明雄【会⻑】吉見有子【繋ぎ役】

suidobiパーク。天

気のいい日にはア

イアンとボールを

持参してゴルフの

練習を休憩時間

にしています。いい

運動になります。

今回は、浜松でルアーを使っ

てブラックバスを釣ってきまし

た。気温が下がり始め、それに

伴って水温も下がり魚が活発

に動けるようになりました。大き

い魚が広い範囲を泳ぎ回りエ

サを積極的に食べている状態

だったので楽しめました。

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】

最近、小学5年の息子と小

学3年の娘が2人で夜ご飯を

準備してくれます♪材料を買

い出しに行くところからお料理

完成までしっかりやってくれて

ビックリ!!写真は豚キムチとも

りもりサラダ。味付けも上出来

で感心しました♡

近くに住む孫2人が敬老の日

にプレゼントを持ってきてくれ

ました。主人には大好きな

「いいちこ」私には「深紅のば

らの花束」母親の教育がいい

のでしょうか毎年明るい笑顔

を見せながら届けてくれます。

ありがとう❤

長女が15歳のお誕生日を迎え

ました。小さかった娘も今年は

受験生です。勉強しなさい！が

口癖のようになっていますが、

果たして自分はどうだったの

か・・と考える今日この頃・・ｹｰｷ

は今年はﾁｰｽﾞｹｰｷをﾘｸｴｽﾄ�
ま〇たやのﾁｰｽﾞｹｰｷそっくりで

我が家では人気のﾚｼﾋﾟです。

子供たちと初めてのクレープ

作りに挑戦!!焼き方を間違え

たのか、キレイに焼けず�
急遽パフェ作りに切り替え大

成功♪見た目は悪いがとて

もおいしく出来ました。対応

力の大事さを子供たちに伝

えることができました(笑)

先日、主人の誕生日でした✿

結婚して8回目の誕生日。毎

年ケーキとメッセージカードを

贈るのが恒例行事となってい

ます。ぽっちゃり体系な主人

に、今年はお相撲さんのカー

ドを贈ってみました(笑)

会社でリフォームしてい

ただき快適に過ごしてい

る中、グリーン住宅エコ

ポイントをいただいたので、

欲しかった家電と交換し

ました。工事の手配、施

工、各手続きをしていた

だいた皆様に感謝です!

ファミリーマートで販売している

靴下、ファミマソックスって知っ

ていますか？デザイナー落合

宏理氏を迎え、商品のライン

アップやデザイン、素材にとこと

んこだわった靴下なんです。履

き心地よく、かわいいですよ。

丸岡直樹【繋ぎ役】

吉田友貴【伝え役】

最近、家で映画を見る事に

ハマっています!食事とお風

呂を済ませて寝れる状態にし

てから、映画を見るのが最高!

配信サービスはたくさんの映

画が揃っているので困る事も

ありません。お家時間を充実

させたい方にオススメです!

あいちゃんと買い物に

行きました。最近あい

ちゃんが大きくなって

カゴに入れるのもすご

く大変でした!カゴの中

ですごく大人しくてい

い子でした（＾＾）



『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！

お掃除も行き届き大きな劣化は

見られませんでした

トイレ

☞一戸建て☞工期5日 リフォーム費用

（材料費＋工事費）

70万円

ウイリアムモリスのデザインを活

かして、オシャレなトイレ空間を

創りたい！それがN様のご要望

でした。最高級トイレTOTOネオ

レスト・高機能室内タイルリクシ

ル、エコカラット、そして間接照

明。機能、快適さ、オシャレ度。

全てを兼ね備えたトイレ空間の

完成です。

【工事内容】
トイレ空間

リノベーション

・磐田市U様邸

・施工箇所：１階トイレ

・使用商品：トイレ：TOTOネオレスト

手洗い：リクシル

内装：リリカラ

ウイリアムモリスの大ファンのN様。トイレ時間が楽しくなるトイレを創りたい！

その期待に応えたいと全力でご提案をさせて頂きました。私がお手伝いを

させて頂いたトイレリフォームの中でも最高傑作のひとつです。N様ありがと

うございました。毎日のトイレ時間がハッピーになりますように！

担当：清水真

長居したくなるトイレの完成です

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

間接照明と内装タイル

便利な自動水栓

内装はイチゴ泥棒
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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【会⻑】吉見有子【繋ぎ役】

お家を建てて１５年。畳が古くなり、

色あせササクレも目立ち始めました。

畳の表替えも考えましたが、高齢に

なったワンちゃんの為にも、汚れにも

強く、傷めにくい、フローリングに変え

てみたらいいのかな？と考え始め

suidobiさんのお店に相談に行きま

した。想像以上の出来栄えにK様も

ワンちゃんも大喜びです！

まるでカタログの中の写真のようなオシャレ度！

玄関１DAY

リフォーム

リフォーム費用

（材料費＋工事費）

50万円

お家を建てて、３０年近くたち玄関

ドアが劣化しました。油圧のドアク

ローザーが機能しなく、勢いよくドア

が閉まりストレスに。お家の顔の玄

関、気持ちよくそして快適に使える

ようにリフォームとなりました。木目

調のオシャレな見た目と、網戸内

蔵の機能性。大満足の玄関ドアリ

フォームとなりました。Y様の暮らし

がより快適になりますように。

【工事内容】
玄関ドアリフォーム

☞一戸建て☞工期1日

工事期間中、管理をさせて頂きました。

劣化した玄関ドアをリフォームするとお家の

雰囲気が素敵に大変身します。おススメの

リフォームです。

畳にはたくさんの種類があり、建築会社様によっ

ては、厚さが大きく違ってきます。K様邸は畳が

薄く、下地工事がいらないため、１日で工事が

完成しました。K様とワンちゃんの毎日の暮らしが

より快適になりとても嬉しいです。

☞一戸建て☞工期1日

リフォーム費用

（材料費＋工事費）

20万円

【工事内容】
畳からフローリング

・東区K様

・施工箇所：和室

・使用材料：パナソニック ベリティス

経年劣化で部品が故障していました

担当：丸岡直樹

吉田友貴【伝え役】

・磐田市Y様邸

・施工箇所：玄関ドア

・使用商品：YKKAP ドアリモ

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！！

ワンちゃんが畳を傷めてしまうのが

長年の悩みでした

担当：藤井陽介

リフォーム

後

リフォーム

前

リフォーム

前

リフォーム

後

最新のフローリングは見た目もオシャレで肌触りも

サラサラして気持ちいい！ワンちゃんも大喜び
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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

フローリングリフォームで最大１４万円支援されます！

今月のsuidobiからのお知らせ

トイレリフォームのイメージと金額がとっても分かり易い！

凄く好評のサイト 『浜松トイレ研究所。』の紹介です！！

『家族が集まるお正月に向けて

フローリングの綺麗な部屋を作りませんか？』

☆こんな方におススメの補助金です。

・畳の部屋を洋間にしたい

・使っていない和室がある

・畳のメンテナンスがストレス

・リビングのフローリングが傷んでいる

・窓際のフローリングが傷んでいる

・思い切って部屋をイメージチェンジしたい

☆どんな補助がもらえるの？

・活用するフローリングの面積に比例して

助成金は上がります。

１０～２０㎡未満：３万円

２０～３０㎡未満：７万円

３０～４０㎡未満：１０万円

４０㎡以上 ：１４万円

お気軽にお問い合わせください

今までなかった、情報満載のトイレ専門サイトです！

ぜひ覗いてみて下さい！

QRコードはこちら！！

ポイント１！リフォーム後のイメージが明確に
リフォームの参考になるオシャレな

事例がインスタで紹介 ポイント２！リフォームの工事金額が明確に
あなたの希望のトイレ空間を診断して

工事金額まで算出します！

ポイント３！トイレの最新情報がブログでUP
トイレについての他では教えてくれない

最新の情報が毎週更新されています！

畳をフローリングにするとお掃除もラクラクに！

古くなったフローリングを明るい色に！気持ちも明るく！

QRコードはこちら！！
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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！

11月開催は

６日（土）７日（日）・１３日（土）

２０日（土）２１日（日）・２７日（土）２８日（日）

時間は、１０：００～１６：００

場所は、suidobiとなります。

A．今の雨戸を壊さずに自動開閉式に変えることが出来ます。

Ｑ．窓のシャッターが重くて、毎日の開閉が大変で・・・。

東区 A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、まだ１５年前後と新しいのですが、お家を建てた時から

奥様が雨戸のシャッターを開け閉めするのが力が必要で、実は大きなストレスだった。ボタ

ン１つで開閉できるようにしておけばよかった、今からでも出来るのでしょうか？でした。

窓からの防犯、窓ガラスの割れ対策から、雨戸は主に１階部分に設置されています。昔は

横に戸を引き出すタイプでしたが、今は、開閉が便利なシャッター式が主流となっています。

男性や若いうちは、このシャッターの開閉、大変さを感じないものですが、この作業にストレ

スを感じている人は実は多いようです(+o+)

解決策として窓や壁やシャッターを壊したりしなくても簡単に自動化できる方法があります。

それは軸棒交換です。電気で動く軸棒を今あるシャッターの中に入れるんです。今お使い

の手動のシャッター雨戸をそのまま利用して自動開閉に変える事が出来るんです。

手動シャッターの自動化

このQRコードから見ることが

出来ます！



Suidobi 株式会社
〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2736-3

TEL：053-464-2319

フリーダイヤル：0120-17-4102

E-mail : info@suidobi.co.jp

【発行】【編集後記】

『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

スタッフ田中の おすすめスポット！！

『就職活動が本格的な時期に突入！』

採用担当の吉見です！

2023年卒の学生の就職活動が本格的に始動しています。

年々学生・企業の始動時期が早まっており、秋10月～１１月から

開催されるインターンシップが増えています。弊社は11月28日の

インターンシップフェアに参加予定！前年、大好評だったピタゴラ

スイッチ創りをさらにバージョンアップして準備を進めています。

今年はどんな学生に出会って、どんな発想や考えが見れるのか

楽しみです（＾＾）また、今年度入社した新人2人は入社半年が過ぎ、

仕事や会社にも慣れてきた様子。営業の丸岡くんは小工事の契約

から現場管理まで少しづつできるようになってきたり、現場サービス

の吉田くんも蛇口取替・配管接続などできることが少しづつ増え、

2人共日々たくさん吸収している様子。新人の頑張る姿や想いか

ら学ぶことはすごく多く、共に成長を続けたいと思います！また新

人の様子もご報告します！

前年のインターンシップの様子です！

『 WINE&KITCHEN  HACHI 』

オフィスリフォームが始まったのがちょうど一年前でした。今年の３

月に完成してから社内活動の中で活躍してきてくれました。「社員と

お客様と地域の方々がワクワクする場所を創りたい」そんな想いが

込められたオフィス。緊急事態が開けました。これからはどんどん地

域の方々に活用して頂きたいと思っています。こんな活用方法はど

う？皆様のアイデアをお待ちしております。

ワインの種類が250種類以上と豊富な品揃えで、ワイン好きには

たまらない店です！また、ワインに合うお肉料理やパスタも絶品♪

人気のテイクアウトは、オードブルやフルーツサンド、ローストビーフ丼

などメニューも充実！ご自宅での記念日や誕生日のお祝いや、

晩酌でワインのおつまみなんかにも最高です！予算や用途をお伝え

してオードブルの内容を相談しながら決めたり、お任せもお願いでき

るので、気軽に連絡できるのも嬉しいところ（＾＾）オードブルとサンド

ウィッチは２日前までの予約が必要ですが、その他のグランドメニュー

は当日電話やお店でご相談できるそうです。数量限定や新メニュー

などSNSで随時おいしそうなメニューが載っているのでぜひチェック

してみてください☆

静岡県浜松市中区元城町222-25アルスビル2F A-6

営業時間

テイクアウト 11:00〜21:00

店内営業 18:00〜翌1:00

定休日 毎週月曜日、第一日曜日

※最新情報はSNSをご覧ください。

インスタグラムをチェック♪

先輩社員から学んでいる様子（＾＾）

ワイン好きにはたまらない！


