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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

冬号プレゼントクイズ当選者発表
長生郡：I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2020年4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

クオカード2000円分プレゼント

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♪

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。カスタマーズセンター：0436-40-2727 までお気軽にお問い合わせください。
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縁　2020年春号　
2020年3月発行
発　　行：株式会社ひらい
　　　　　ハウジング部　
　　　　　ストック部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加

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。

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A958-18号
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(前号の答え　　セレベス)
セロトニンを材料として脳から分泌される睡眠ホルモンのなまえは？　　

　　◯◯◯◯◯（カタカナ5文字）

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

問題

キッチン、洗面台、お風呂などの水廻りに出る水垢。
ほおっておくと白い輪染みのようなものが付いてきま
す。これは酸性の成分を付けると取れるようです。そ
こで役立つのが、お料理で余ったり、食後に残ったり
したレモンです。
レモン汁にはクエン酸が含まれており、水垢の原因と
なるカルキを分解できます。洗面器などの容器にレモ

施工例を紹介します。
浴室・トイレ・水廻りリフォームを行った後に、以前から気になっていた
という屋根・外壁の相談を受けました。
点検も行ったところ、様々な劣化がみられたため、お見積もりをご提案。
その後、工事となりました。

カスタマーズセンター

ユニバーサルホーム

外壁のメンテナンスはいかがですか？外壁のメンテナンスはいかがですか？

お家メンテナンスVol.4「水垢落とし」お家メンテナンスVol.4「水垢落とし」

会社分割及び事業承継に関するお知らせ会社分割及び事業承継に関するお知らせ

ಸৌૢ१شঅ५
24時間・365日

あんしんあんしん 2

ક୧ਝभ��ফ৳

あんしんあんしん 1

उअठএॖথॺয়
電子マネー

あんしんあんしん 3

ン汁を入れ、そこにキッチンペーパーを浸します。
レモン汁をたっぷり吸ったキッチンペーパーを水垢の
上にかぶせます。その上からラップをして約30分間待
ちます。あとはスポンジなどでこすれば水垢が落ちて
キレイになります。専用の洗剤を買う前に身近にある
天然のレモン汁を使って安全にお手入れをしてみては
いかがでしょうか。

Before After

ৄ૮મ

株式会社ひらいとラクーネル株式会社は事業の更なる発展を目的として、2020年3月21日付にて、株式会社ひらい住生活事業部（新築・リフォーム部門）を
分割し、ラクーネル株式会社がこれを承継します。
新体制のもと、従業員一同努力研鑽してゆく所存でありますので、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。　
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太陽光の効能
ɻྒྷ࣯͵ເΕηνʖφͺೖΝཌྷ;Ζॢ͖ؔΔɼͳݶΚΗ
ΉͤɽͬͪࢴରͶͺɼ��ؔΓΕঙ͢ௗ͏बغͲϨθϞ
Νࠃର಼͗ܯඍΚͮͱ͏Ήͤɽ͞ΗͺೖΝཌྷ;Ζͪ;
ͶϨιρφ͠ΗɼҲఈؔ͗ͯܨͳͬͪࢴΝࣙષ͵ເΕͶ
͘ɼຘೖਯເΝϨʖχ͢ͱ͚Ηͱ͏Ήͤɽ
ɻޭΝͣ״ΖԠຜ͖Δର಼ܯʤࢻজԾ෨ࢻ
ި伻֫ʥΉͲɼҋ৶ߺΝંఽ͓Ζਈͮૺ͗ܨͱ͏Ζ
͞ͳ͗ҫָదͶ͖ͮͱ͕Εɼ͑ͯබΏࠫ·͜ޭྏ๑Ͷ
ͺɼೖΝͪ͢ݳ࠸ϧφ͗ΚΗΉͤɽӏރΏअޭΩʖτ
ϱͲೖΝཌྷ;Ͷ͚͏ਕͪΌͶɼਕϝωଢཇͳ͢ͱ
ʰޭְΉ͢ܯʱࢤ͠Ηͱ͏Ήͤɽ

朝日と朝食、そしてホルモン
ɻوଉਜ਼͢͏ਯເ伶ΝѴΖͺೖɽͨ͞Ͳɼًͪ͘
ΔɼΉͥೖޭΝཌྷ;ͱ͚͘ٷݼɽਐରͶʰͫΓʄʱͳ
எΔͦΉͤɽঅʓͶରԻ͗͗ͮͱ͘Ήͤ͗ɼસਐ͗ಊ
ϠʖχͶΖͶͺɼҥௐΝಊ͖ͤৱ͗॑གྷͲͤɽৱͶ
Γͮͱɼؔઊৱয়ସ͖Δસਐְ͗੩ͤΖͲͤɽ
ɻೖͺͦ߀ϙϩϠϱʰιϫφωϱʱൽΝଇͤ͞ͳ
͖ͮͱ͏ΉͤɽιϫφωϱͺਯເͶචགྷ͵ϟϧφωϱࡒྋ
Ͳͤɽ͠ΔͶɼιϫφωϱࡒྋͺνϱϏέ࣯͵ͲɼΝ
Όͪ�ৱͲ�ೖͶචགྷ͵ྖνϱϏέ࣯Ν͖ͮ͢ΕઃΖච
གྷ͍͗ΕΉͤɽΏ͖͵ଢཇͳৱࣆͺɼ݊Ώ͖͵ເΕ
ͪΌͶͳ͏͑Κ͜Ͳͤɽ

目覚ましアプリ
ɻηϜϙ͖͗ͤͮΕ͢ٶɼ͚ۛͶ͏ͱ৺Ζਕঙ͵͚͵
͏ͳ͏ࢧΉͤɽͨΞ͵͏๏ͶΚͦɼ಼ιϱγʖ
Ͳ৺ศΕ͵ʹΝ״எ͢ͱɼً͘ΝஎΔͦͱ͚ΗΖΠϕϨ͗
ਕـΝݼΞͲ͏Ήͤɽྭ͓ͻʰ6OHHS� 0HLVWHUʤηϨʖϕʀ
ϜηνʖʥਯເγέϩΠϧʖϞ/LWHʱɽًজࠃͲͺ͵
͚ਯເؔΝઅఈͤΗͻɼ̍ؔܨգޛເΕછ͏νϝ
ϱήͲΠϧʖϞ͗໒ͮͱً͢͞ͱ͚ΗΉͤɽʛ͏ເΕ
͖ΔṞ͏͗ΖΓ͑͵͗͠͵͚ɼർֳదֺͶְΌΖ͞ͳ
͗Ͳ͘ΉͤɽଠͶɼϖρχώϱχΏϜρφͳ࿊ಊͪ͢Πϕ
Ϩ͵ʹɼۛ࠹ͺ͏Θ͏Θ͵ਯເܯςʖϩ͗ౌ͢ͱ͏Ή
ͤɽ͢ࢾͱΊΖՃͺ͍Ζ͖͢ΗΉͦΞɽ



広々とした空間でくつろぎの時間が過ごせるような、
そんなLDKになりました。

住まいのリフォーム　～LDK編～住まいのリフォーム　～LDK編～住まいのリフォーム　～LDK編～

About Us Contact

Present

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。

　

市原店
千葉店　
茂原店
きみつ店
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:0436-62-2688

人生明るく生きていきたいと思ったので、とにかく
明るい色を選んだのが大正解。
「おいしいお料理が出てきそうなキッチンで、つい
ついカウンターで飲みすぎてしまいそう」と主人が。
汚したくないのでお料理はやめておこうかと思って
しまうくらい、この空間が大好きになりました。

Before After

˂ʳĜʸʯˁʎ˂ʳĜʸʯˁʎ

快適で長持ちする住まいづくり

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

おきにいりPoint
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プラザ通信　2020年春号　
2020年3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

クイズに答えてもらっちゃおう!

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A958-18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　セレベス)

LIXILリフォームコンテスト2019　千葉県第１位／関東第１位／全国第２位
News

会社分割及び事業承継に関するお知らせ会社分割及び事業承継に関するお知らせ
株式会社ひらいとラクーネル株式会社は事業の更なる発展を目的として、2020年3月21日付にて、株式会社ひらい住生活事業部（新築・リフォーム
部門）を分割し、ラクーネル株式会社がこれを承継します。
新体制のもと、従業員一同努力研鑽してゆく所存でありますので、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。　

写真提供：千葉県
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太陽光の効能
ɻྒྷ࣯͵ເΕηνʖφͺೖΝཌྷ;Ζॢ͖ؔΔɼͳݶΚΗ
ΉͤɽͬͪࢴରͶͺɼ��ؔΓΕঙ͢ௗ͏बغͲϨθϞ
Νࠃର಼͗ܯඍΚͮͱ͏Ήͤɽ͞ΗͺೖΝཌྷ;Ζͪ;
ͶϨιρφ͠ΗɼҲఈؔ͗ͯܨͳͬͪࢴΝࣙષ͵ເΕͶ
͘ɼຘೖਯເΝϨʖχ͢ͱ͚Ηͱ͏Ήͤɽ
ɻޭΝͣ״ΖԠຜ͖Δର಼ܯʤࢻজԾ෨ࢻ
ި伻֫ʥΉͲɼҋ৶ߺΝંఽ͓Ζਈͮૺ͗ܨͱ͏Ζ
͞ͳ͗ҫָదͶ͖ͮͱ͕Εɼ͑ͯබΏࠫ·͜ޭྏ๑Ͷ
ͺɼೖΝͪ͢ݳ࠸ϧφ͗ΚΗΉͤɽӏރΏअޭΩʖτ
ϱͲೖΝཌྷ;Ͷ͚͏ਕͪΌͶɼਕϝωଢཇͳ͢ͱ
ʰޭְΉ͢ܯʱࢤ͠Ηͱ͏Ήͤɽ

朝日と朝食、そしてホルモン
ɻوଉਜ਼͢͏ਯເ伶ΝѴΖͺೖɽͨ͞Ͳɼًͪ͘
ΔɼΉͥೖޭΝཌྷ;ͱ͚͘ٷݼɽਐରͶʰͫΓʄʱͳ
எΔͦΉͤɽঅʓͶରԻ͗͗ͮͱ͘Ήͤ͗ɼસਐ͗ಊ
ϠʖχͶΖͶͺɼҥௐΝಊ͖ͤৱ͗॑གྷͲͤɽৱͶ
Γͮͱɼؔઊৱয়ସ͖Δસਐְ͗੩ͤΖͲͤɽ
ɻೖͺͦ߀ϙϩϠϱʰιϫφωϱʱൽΝଇͤ͞ͳ
͖ͮͱ͏ΉͤɽιϫφωϱͺਯເͶචགྷ͵ϟϧφωϱࡒྋ
Ͳͤɽ͠ΔͶɼιϫφωϱࡒྋͺνϱϏέ࣯͵ͲɼΝ
Όͪ�ৱͲ�ೖͶචགྷ͵ྖνϱϏέ࣯Ν͖ͮ͢ΕઃΖච
གྷ͍͗ΕΉͤɽΏ͖͵ଢཇͳৱࣆͺɼ݊Ώ͖͵ເΕ
ͪΌͶͳ͏͑Κ͜Ͳͤɽ

目覚ましアプリ
ɻηϜϙ͖͗ͤͮΕ͢ٶɼ͚ۛͶ͏ͱ৺Ζਕঙ͵͚͵
͏ͳ͏ࢧΉͤɽͨΞ͵͏๏ͶΚͦɼ಼ιϱγʖ
Ͳ৺ศΕ͵ʹΝ״எ͢ͱɼً͘ΝஎΔͦͱ͚ΗΖΠϕϨ͗
ਕـΝݼΞͲ͏Ήͤɽྭ͓ͻʰ6OHHS� 0HLVWHUʤηϨʖϕʀ
ϜηνʖʥਯເγέϩΠϧʖϞ/LWHʱɽًজࠃͲͺ͵
͚ਯເؔΝઅఈͤΗͻɼ̍ؔܨգޛເΕછ͏νϝ
ϱήͲΠϧʖϞ͗໒ͮͱً͢͞ͱ͚ΗΉͤɽʛ͏ເΕ
͖ΔṞ͏͗ΖΓ͑͵͗͠͵͚ɼർֳదֺͶְΌΖ͞ͳ
͗Ͳ͘ΉͤɽଠͶɼϖρχώϱχΏϜρφͳ࿊ಊͪ͢Πϕ
Ϩ͵ʹɼۛ࠹ͺ͏Θ͏Θ͵ਯເܯςʖϩ͗ౌ͢ͱ͏Ή
ͤɽ͢ࢾͱΊΖՃͺ͍Ζ͖͢ΗΉͦΞɽ
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睡眠夜話

睡眠不足が招く
脳の老化
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「ゴールデンタイム」伝説
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『養生訓』にもある
早寝のススメ
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『正しい眠り方
～昼間のパフォーマンスを最大にする～』
友野なお（WAVE出版）
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東嶋和子（文春文庫）
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突出する日本の短睡眠
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寝る前に体を温める
ɻྒྷ͏νϝϱήͲཌྷͤΖͳɼͨޛસਐ͖Δ๎೦
ͲɼාͶΖࠔͶఖΓ͚ରԻ͗Ծ͗Ε৺͗͘ྒྷ͚͵Ε
ΉͤɽͳͳͬͪࢴରͺϨθϞͶΚͦͱɼ৺
Ζ�ؔͶ෨ରԻ͗ঙ͢Ծ͗ΕΉͤɽཌྷޛ๎೦ͺɼ
ͨରຌཔ๎೦Νঁ͜ΖΚ͜Ͳͤɽ����݇ڂݜߨ
Νੵͪ݃͢Վɼ࠹ްՎద͵ͺɼम৺�ʛ�ؔ༁
��ʛ����ౕཌྷͳ͞ͳɽηρͳເΗͱਯເ࣯͗
ΕΉͤɽ

花粉症向け鼻詰まり対策
ɻηάʀϐόΫ͗ͤΖॡͺɼฆ͗չເΝ͝Ήͤɽ
ඕ٩ΉΕմভͶͺ಼ෲ༂ΏඕΝ͝߁Ζτʖϕ͵ʹ͗ࢤ
͠Ηͱ͏Ήͤ͗ɼඕߤͶͳͳ͍ΖҲԿોʤ12ʥ
ಉ͘Ͳඕ௪ΕΝྒྷ͚ͤΖҲҌͲͤɽ۫ରదͶͺඕ͖
ΔଋΝঙ͢ృ͏ͱ͖ΔඕΝͯΉΊɼଋΝ਼භࢯΌͱඕ
Ͷ 12 Νैຮͦ͠Ζ๏๑͗͠Ηͱ͏ΉͤɽඕՐ͗ඕߤ
 12 ΝଁΏͤͳ͏͑ڂݜ͍ΕΉͤɽඕ͗ٷݼՆ͵͑
ͬͶɼްՎΝ͕͏͚ͫ͢͠ࢾɽ

照明の工夫
ɻͬͪࢴৼΏߨಊͺɼໃқࣟ͑ͬͶޭӪڻΝण͜ͱ͏
ΉͤɽॊཔೖຌेΉ͏ͺ۳ʓΉͲΖ͚লΔͤ͗Ҳൢ
దͲͪ͗͢ɼͶ͵ͮͱΖ͏ेΉ͏ͲΔͤͳɼৼਐ
ώϧϱηΝ๊ͪ͢ΕɼࣆΏՊࣆི͗ްۂࡠఁԾͤΖՆ
͍͗ΕΉͤɽखΕΗΏͤ͏ࣆགྷলΝ༽ͯ͢
ͯɼ֦෨ԲޭΝघͶαϱφϫʖϩ͢ͱɼΓΕڋৼஏ͗ྒྷ
Ͱ͚ΕΝֺ͕͢Ί͚ͫ͠͏ɽؔۯ͏

　　　夕方以降は夕焼けの光に近い電球色にすることでリラッ
クス効果が高まります。特に、食後から寝る前は光のボ
リュームを下げ、スムーズに眠りに導きましょう。

　　　液晶のブルーライトは睡眠ホルモン「メラトニン」の分
泌を抑制し、睡眠の質を下げます。就寝前1、2時間は、
画面を見続けないように心がけましょう。

　　　ベッド脇に調光機能付きスタンドorペンダントライトを
設置すれば、寝室天井の照明は外してもいいかもしれま
せん。「一室多灯」のご提案です。眩しさを軽減するに
は、光を透過しないシェードを使いましょう。

　　　白熱灯は自然光とほぼ同等の波長域を持ち、体のリズム
を整えやすい光です。調光スイッチを活用すればLED並み
の省エネも可能です。

※蛍光灯やLEDの「電球色」はオレンジ色のフィルターによる発色です

（株式会社ひらい住生活事業部インテリアコーディネーター　梅野文子）
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太陽光の効能
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ΉͤɽͬͪࢴରͶͺɼ��ؔΓΕঙ͢ௗ͏बغͲϨθϞ
Νࠃର಼͗ܯඍΚͮͱ͏Ήͤɽ͞ΗͺೖΝཌྷ;Ζͪ;
ͶϨιρφ͠ΗɼҲఈؔ͗ͯܨͳͬͪࢴΝࣙષ͵ເΕͶ
͘ɼຘೖਯເΝϨʖχ͢ͱ͚Ηͱ͏Ήͤɽ
ɻޭΝͣ״ΖԠຜ͖Δର಼ܯʤࢻজԾ෨ࢻ
ި伻֫ʥΉͲɼҋ৶ߺΝંఽ͓Ζਈͮૺ͗ܨͱ͏Ζ
͞ͳ͗ҫָదͶ͖ͮͱ͕Εɼ͑ͯබΏࠫ·͜ޭྏ๑Ͷ
ͺɼೖΝͪ͢ݳ࠸ϧφ͗ΚΗΉͤɽӏރΏअޭΩʖτ
ϱͲೖΝཌྷ;Ͷ͚͏ਕͪΌͶɼਕϝωଢཇͳ͢ͱ
ʰޭְΉ͢ܯʱࢤ͠Ηͱ͏Ήͤɽ

朝日と朝食、そしてホルモン
ɻوଉਜ਼͢͏ਯເ伶ΝѴΖͺೖɽͨ͞Ͳɼًͪ͘
ΔɼΉͥೖޭΝཌྷ;ͱ͚͘ٷݼɽਐରͶʰͫΓʄʱͳ
எΔͦΉͤɽঅʓͶରԻ͗͗ͮͱ͘Ήͤ͗ɼસਐ͗ಊ
ϠʖχͶΖͶͺɼҥௐΝಊ͖ͤৱ͗॑གྷͲͤɽৱͶ
Γͮͱɼؔઊৱয়ସ͖Δસਐְ͗੩ͤΖͲͤɽ
ɻೖͺͦ߀ϙϩϠϱʰιϫφωϱʱൽΝଇͤ͞ͳ
͖ͮͱ͏ΉͤɽιϫφωϱͺਯເͶචགྷ͵ϟϧφωϱࡒྋ
Ͳͤɽ͠ΔͶɼιϫφωϱࡒྋͺνϱϏέ࣯͵ͲɼΝ
Όͪ�ৱͲ�ೖͶචགྷ͵ྖνϱϏέ࣯Ν͖ͮ͢ΕઃΖච
གྷ͍͗ΕΉͤɽΏ͖͵ଢཇͳৱࣆͺɼ݊Ώ͖͵ເΕ
ͪΌͶͳ͏͑Κ͜Ͳͤɽ

目覚ましアプリ
ɻηϜϙ͖͗ͤͮΕ͢ٶɼ͚ۛͶ͏ͱ৺Ζਕঙ͵͚͵
͏ͳ͏ࢧΉͤɽͨΞ͵͏๏ͶΚͦɼ಼ιϱγʖ
Ͳ৺ศΕ͵ʹΝ״எ͢ͱɼً͘ΝஎΔͦͱ͚ΗΖΠϕϨ͗
ਕـΝݼΞͲ͏Ήͤɽྭ͓ͻʰ6OHHS� 0HLVWHUʤηϨʖϕʀ
ϜηνʖʥਯເγέϩΠϧʖϞ/LWHʱɽًজࠃͲͺ͵
͚ਯເؔΝઅఈͤΗͻɼ̍ؔܨգޛເΕછ͏νϝ
ϱήͲΠϧʖϞ͗໒ͮͱً͢͞ͱ͚ΗΉͤɽʛ͏ເΕ
͖ΔṞ͏͗ΖΓ͑͵͗͠͵͚ɼർֳదֺͶְΌΖ͞ͳ
͗Ͳ͘ΉͤɽଠͶɼϖρχώϱχΏϜρφͳ࿊ಊͪ͢Πϕ
Ϩ͵ʹɼۛ࠹ͺ͏Θ͏Θ͵ਯເܯςʖϩ͗ౌ͢ͱ͏Ή
ͤɽ͢ࢾͱΊΖՃͺ͍Ζ͖͢ΗΉͦΞɽ


