
LIXILリフォームコンテスト　2016年 千葉県第１位／2017年 千葉県第１位／2018年千葉県第2位
2019年 8月3日　リホームプラザきみつ店　OPEN!

たった１日で工事完了♪
「カバー工法」なら壁や床を傷付けません！　

応募締切

住まいのリフォーム　玄関ドア編住まいのリフォーム　玄関ドア編住まいのリフォーム　玄関ドア編

About Us Contact

Present

応募締め切りは2019年11月30日までとさせていただきます。
当選者の発表は記念品の発送をもってかえさせていただきます。

住所・氏名・電話番号と左記アンケートの答えを明記の上、ご応募ください。

〒299-0111 千葉県市原市姉崎628-12　リホームプラザ市原店

官製はがきでの応募方法

宛先

アンケート

パソコンからの応募方法
①ウェブ検索『リホームプラザ』、又はhttps://www.rehome-plaza.co.jp/を入力
②弊社ホームページを開く
③お問い合わせ
④必須項目入力（Q1～Q3答え入力）
⑤送信する

千葉県内店舗数No.1
地域密着で迅速なサービスをお届けいたします。

正解者の方の中から抽選で3名様に 記念品プレゼント

　

市原店
千葉店　
茂原店
きみつ店◀8/3NEW OPEN
イオンタウン館山店

TEL:0120-60-3104
TEL:0120-23-2401
TEL:0120-80-1221
TEL:0800-80-2920
TEL:0120-73-5222

ユニモちはら台店
ワンズモール千葉北店
カスタマーズセンター
再生課

TEL:0120-76-0337
TEL:0120-97-0433
TEL:0436-40-2727
TEL:0120-23-2401

新しいドアにはランマが付いたので、玄関内が明るく
なりました。それに採風式でドアを閉めたまま外の空
気を取り入れることができるので、防犯面でも安心
できます！ガラッと雰囲気の変わった玄関ドアを見る
たびにトキメキを感じます♪

Before After
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快適で長持ちする住まいづくり

https://www.rehome-plaza.co.jp/

LIXIL
リフォーム玄関ドア
リシェント

おきにいりPoint

〒299-1174　千葉県君津市法木作1-1-45
営業時間　9:00～18:00 

Q1
Q2
Q3

クイズの答えは？
面白かった記事は何ですか？
この情報誌に関するご意見・ご感想

クイズに答えてもらっちゃおう!
問題

NTTの災害用伝言ダイヤルの番号は？ 　答え：○○○
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プラザ通信　2019年秋号　
2019年9月発行
発　　行：株式会社ひらい　リホームプラザ部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾　第A958-16号

株式会社ひらいは
「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」です。

(前号の答え　ピレトリン)

カバー工法とは、すでにある枠の上から新しい枠を取り付ける工法です。
家の壁や床タイルを傷めることなく取り付けできます。

News



縁　2018年秋号　
2018年9月発行
発　　行：株式会社ひらい　ハウジング部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加

クイズと下記のアンケートに答えて 
プレゼントをGETしよう！

【館山展示場】TEL:0470-25-5677
【市原展示場】 TEL:0436-20-8841
【木更津展示場】TEL:0438-30-4505

夏号プレゼントクイズ当選者発表
市原市：M様

〒292-0038千葉県木更津市ほたる野4-1-1ユニバーサルホーム木更津店
kisaradu-ten@kimitu-hg.co.jp

ハガキかメールでの受付となります。
住所・氏名・電話番号とQ１～Q３の答えを明記の上、ご応募ください。
（掲載して欲しい内容、ペットの写真などの投稿も募集中♪）

①応募締め切りは2019年10月15日までとさせていただきます。
②抽選した上で当選者を決定いたします。
③当選者の発表は、お電話にてお知らせいたします。

応募方法

応募規定

宛先
アドレス

おめでとうございます!!おめでとうございます!!おめでとうございます!!

（アフターメンテナンス・リフォーム）

【八幡事務所】TEL:0436-40-2727

ディズニーペアチケットプレゼント

今後リフォームをご検討
されている方にうれしいサービス♪

今後リフォームをご検討
されている方にうれしいサービス♪

始まりました！始まりました！
あんしん   あんしん   あんしん   おうちおうちおうち サポートサポートサポート

詳しく知りたい方は、
フリーコール：0120-91-8018
までお気軽にお問い合わせください。

NTTの災害用伝言ダイヤルの番号は？ 　答え：○○○

Contact

Present

アンケート Q1 クイズの答えは？ Q2 面白かった記事は？
Q3 この情報誌に関するご意見・ご感想
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縁　2019年秋号　
2019年9月発行
発　　行：株式会社ひらい　ハウジング部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加
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(前号の答え　ピレトリン)

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾　第A958-16号

株式会社ひらいは「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」です。

秋の気候は掃除をするのにベストタイミング！
いつもは年末の大掃除にする窓拭き。実は秋に掃除
をすると、メリットがあるのです。秋は湿度がまだ
高く、雨の翌日に掃除をすると湿気が汚れを浮かせ
てくれて、簡単に落とせるようになります。そのた
め、乾燥する冬に掃除をするのではなく、秋のうち
に掃除をすると、効率よく掃除ができます。窓拭き
をする際は、洗剤などは直接ガラスに吹きかけると
跡が残ってしまう可能性があるので、タオルに吹き

また、新聞紙を使った方法も効果的です。くしゃ
くしゃに丸めた新聞紙で、窓を拭いていきます。
新聞紙に使われているインクが窓についている油
分や手垢の成分を分解してくれるので、洗剤を使
わなくても綺麗になります。湿気が全くない時
は、少し濡らした新聞紙で拭いてから、乾いた新
聞紙でもう一度拭きましょう。

去る6月29日・30日に市原市の「夢ホール」にてカスタマーズセンター／リフォームセンター一条千葉合同で、
「第５回お客様大感謝祭」を開催いたしました♪ たくさんの方々のご来場誠にありがとうございました！

９月８日(日)クリナップ木更津ショールームにてリフォーム相談会を
行います！ ぜひご来場ください。お待ちしております。
住所：木更津市ほたる野1-21-1

カスタマーズセンター

ユニバーサルホーム

第５回 お客様大感謝祭　大盛況のうちに終了しました！第５回 お客様大感謝祭　大盛況のうちに終了しました！

お家メンテナンスVol.2　『秋の窓拭き』お家メンテナンスVol.2　『秋の窓拭き』

【次回イベント告知】【次回イベント告知】

ಸৌૢ१شঅ५
24時間・365日
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電子マネー
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かけてガラスを拭くようにしましょう。

来年のカレンダー申し込み受付開始来年のカレンダー申し込み受付開始
arima.a@hirai-gnet.co.jp ࠉ

☎ 0436-40-2727

☆メールでのお申し込み

☆電話でのお申し込み

① 上記のアドレスに申し込みのメールをお送りください。
② 件名を「カレンダー申し込み」とご入力ください。
③ 氏名・郵便番号・住所・電話番号をご入力の上お送りください。

①上記の電話番号にご連絡ください。
② 「カレンダー申し込みの件」とお伝えください。
③ 氏名・郵便番号・住所・電話番号をお伝えください。

（１家族様１本限り）受付締め切り2019年10月31日
今年もカレンダーのご希望を伺う季節となりました。お申し込みいただいた方のみ
送付させていただきますので、ご希望の方はお手数ですが右記の通り【メール】又は
【お電話】でお申し込みください。

News

受付担当：有馬・中川・高橋



もしも…の備えを 
いま、ここから
東日本大震災から早くも8年半が経ちました。
しばらくは用心して持ち歩いていた防災グッズを家に置きっぱなしにするなど、
少し油断が生じる頃かもしれません。

1923年9月1日に起きた関東大震災は大きな火災を招き、10万人が犠牲になりました。
1987年12月17日に勝浦市、千葉市、銚子市で震度5強を記録した千葉県東方沖地震は、
2024年までに再来する可能性があるそうです。
いつ起きてもおかしくない首都圏直下地震や南海トラフ地震では、
千葉県も強い揺れや津波に襲われる見込みです。

台風や水害も増えている今、家族の成長や地域の変化に合わせ、
まめに備えておくことが暮らしの安心に直結します。
早速いま、ここから、万が一の対策や心構えを見直してみませんか。

　旅先、出張先、職場、買い物
や移動の途中……。いつどこ
で災害に遭うかは、誰にも分か
りません。帰宅を急ぐと危険な
ので、まずは「待機」が推奨さ
れていますが、その後は、家が
無事であれば「在宅避難」の
可能性が高くなります。大規模
災害の場合は、避難所不足が
想定されるからです。インフラ
が復活するまで自活できるだけ
の、十分な備えが各家庭に求
められています。
　「地震の後でガス臭い時は、
慌てて換気扇や電気のスイッ
チを付けず（着火防止）窓を開
ける」といった防災の基礎知識
をあらかじめ頭に入れておくこ
とも大切です。

地震や暴風、火災による消火や避難などを体験できます。体験ツアー受付は9:00～11:00、13:00～15:40、ツアー所要時間は60～90分（待ち時間20～30分を含む）

避難する前にブレーカーを落としガスの元栓を締めて、出火を防いで家や地域を守りましょう。
そして肝心なのは避難先。気が動転していても迷わず安全な経路で向かえるように、シミュレーションが必要です。

千葉県防災ポータルサイト
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/
地震被害想定のホームページや、津波浸水や液状化などのハザードマップなどのリンク集です

消防庁「防災マニュアル」
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/
地震直後の行動の注意点の被災場所別まとめなど。「防災お役立ちツール」ページには、備蓄品や非常用持
出品などのチェックシートがあります

NHK「東日本大震災アーカイブス～証言webドキュメント」
https://www9.nhk.or.jp/archives/311shogen/
東日本大震災の被災体験談の記録映像。県内では、津波で市民16人（うち2人は行方不明）を失った旭市や、
市内の85%が液状化に見舞われた浦安市などの被災者が証言しています

□カーテンを閉める
　（窓ガラス飛散防止）

　スマホなどの連絡帳に頼っていると、非常
時に家族の電話番号が正しく押せないかもし
れません。この機会に書き出して、語呂合わ
せなどでしっかり記憶しておきましょう。

『4コマですぐわかる　みんなの防災ハンドブック』ディスカヴァー、草野かおる著、渡辺実監修
イラスト中心で読みやすく、東日本大震災直後の出版（2011年8月）から版を重ねています。
災害に遭って初めて知ることが盛り込まれているから、これを読んでイメージトレーニ
ングしておくと、いざという時に役立ちそう。電子版もあります
『東京防災』
東京都が発行して好評を博した防災ブック。東京勤務の方は、もうお持ちかもしれま
せんね。電子版は無料でダウンロードできます。同タイトルのスマホ用アプリも便利です

家で被災した場合の「一時集合場所」「避難場所」「避難所」を一つでもご存知ですか？　そこまでの道順を手近な紙に描いてみましょう。
案外あいまいだったことに気付くだけでも収穫です。

読んでおきたいサイトと本
覚えていますか？大切な番号

防災施設でシミュレーション

千葉県西部防災センター　9:00～16:30（火曜・年末年始休）入館無料
松戸市松戸558-3　☎047-331-5511　JR松戸駅東口から徒歩25分（バスも利用可）　http://www.bousai-chiba.jp/
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◆夜間の被災に備えて

◆想像力を働かせて

被災経験者の「あって良かった」は参考になります。ここに挙げるのは、その一例です。必要を感じたものは、すぐに家庭の防災コーナーや
避難時の持ち出し袋に追加しましょう。消費期限をメモしておくと、入れ替えに便利です。

◆避難場所までの経路を確認 ◆大切な人と再会するために

□寝室に寝た姿勢で危険を
　チェック。頭上に家具や
　テレビなどを置かない

□枕元に厚底スリッパ、眼鏡や
入れ歯（壊れないようにケー
スに）を常備

備えておきたいもの

家の中で助かるために

避難の心構え

　渋滞は緊急車両の通行の妨げとなるため、自動車の利用
は自粛が求められており、基本は徒歩です。津波警報の中で
海や川に近付かずに高台に逃げるには？ 崩れそうな塀を避
けるには？　自宅以外にも、いつも行く店、通学や通勤の
ルート、長く過ごす場所などを思い浮かべながら、どの道順
でどこへ向かうのか、一度でも考えておくと、本番で素早く
行動できます。
　なお、津波は通常の波とは異なり、超高速の分厚い水塊と
して迫ってきます。水位に関わらず足を取られると簡単には
逃げ切れません。事前の引き波が無い津波も、第1波が最大
ではない津波もあります。また、小さく長い地震や、体感すら
ない他国の地震でも起こります。警報を聞き逃さないように
しましょう。警報が大げさに感じられる場合でも、津波に関
しては、楽観や油断は禁物です（参考文献『津波災害̶̶減
災社会を築く』岩波新書、河田惠昭）。

警報が間に合わない津波もあり得ます。危ないと思ったら、兎にも角にも、まず避難（津波て
んでんこ）。家族の安否確認はその後です。
自分の身の安全を確保してから、避難所の掲示板や電話サービスを活用しましょう。
・災害用伝言ダイヤル
NTTの災害用伝言ダイヤルは「171（居ない）」。携帯電話や公衆電話からでも可。ダイヤ
ルして音声ガイダンスに従います。1つの電話番号に複数のメッセージ（上限あり）を蓄積
できるので、例えば自宅の電話番号で、家族全員のメッセージを共有できます。インター
ネットで利用する場合は「web171」で検索。このほか、携帯電話会社独自の災害時サービ
スもあります。

・体験利用日に練習を
171サービスは、毎月1日と15日（24時間）、1月1日00:00～1月3日24:00、
1月15日9:00～1月21日17:00、8月30日9:00～9月5日17:00に体験可能。

・公衆電話の位置をチェック
災害時は携帯電話が通じないことが多々あります。「公衆電話 設置場所」で検索して、平
時に最寄りの公衆電話を確認しておきましょう。　
https://service.geospace.jp/ptd-ntteast/PublicTelSite/TopPage/?sp=1

□ヘルメットや防災頭巾
頭を守ることは命を守るこ
と。余震が続く中での作業
にも

□救助隊に発見してもらう
　工夫

懐中電灯やランタンと電
池、ホイッスル（笛）など

□情報ツール
スマホ用バッテリー、長
い停電に備えて手回しor
ソーラー式のラジオ

□かっぱ、毛布、カイロなど
　防寒用具

低体温を防ぎ体力を保つ。
濡れることも想定

□水
1人1日3ℓ必要。大規模災
害による給水の遅れに備
え、1週間分の備蓄を推奨

□ワセリン
水があまり飲めず、手洗
い代わりの消毒も頻繁
で、皮膚が乾燥するため

□落ちるものは？
▶重い物は低い位置に

□割れるものは？
▶食器収納の工夫、窓ガ

ラスの補強

□飛ぶものは？
▶プリンタやテレビなど

の固定

□どこに隠れる？
▶机の下や比較的安全と

言われる玄関、ガラス
から離れたところ

□お湯をわかす道具
カセットコンロ＋ボンベ
と、マッチorライターを
セットで用意

□活力源や栄養素
非常食＋甘い菓子、フリー
ズドライの野菜、ビタミン
サプリなど

□簡易トイレ
待ったなしの必需品。自
作なら段ボールやガム
テープ、新聞紙、ゴミ袋を

□衛生・医療用品
女性は生理用品、介護や
子育て中の方は薬のメモ
やおむつ類など

□厚手のスリッパ、
　軍手やマスク

ガラス片や煙に囲まれて
避難や作業をするために

□倒れるものは？
▶背の高い本棚や食器棚の固定

□揺れるものは？
▶照明器具の固定

□避難経路は？
▶窓やドアを開ける、通路を確保
（廊下に物を置かない）

□応用可能な物
手ぬぐい、割り箸、ラップ、
濡れティッシュ、ロープ、
輪ゴムなど
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