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I 様邸 完成現場(美容室)

永年東逗子で美容室を開業されているお施主様より美容室兼住宅のお話を頂きました。
ご夫婦二人でお客様をお迎えできるお店、ゆったりとくつろげる場所として、これから先の人生設
計を考え、将来貸すことも視野に入れた設計をお施主様と考えました。

アシストホーム 作品展祭り 3 月 1 日(日)
11:00～
～16:00
11:00
2 棟(A,B)見学
(A,B)見学ツアー開催
見学ツアー開催
アシストホーム完成作品展ご案内
アシストホーム完成作品展ご案内ツアー開催
案内ツアー開催!
ツアー開催!

◎玄関ドア
玄関ドア
室内が見えるよう、透明のガラスにしまし
た。色も優しい屋根の色に合わせました。
開放感のある美容室を演出しています。

無理な営業は一切行いません。お気軽にお問い合わせください。

O 様邸 完成現場

-Ａ-

◎外観
外壁の漆喰は純白の白より一つトーンを抑えた
綺麗なアイボリー。窓の配置にもこだわり、
やさしく上品な外観に仕上げました。
道を歩く人にも見えるように玄関の庇を工夫し
ました。

◎Bijin'
Bijin's の鏡
「Bijin’s」のお客様を写してきたロゴ入りの鏡
新しい美容室にも是非飾りたいとのお施主様の
ご希望添い、これからの「Bijin’s」の営みを写
していくことでしょう。

◎トイレ

ご主人様のお仕事スペースと住居スペースが一緒になった家造り。土地いっぱいに建築されてい
る為、お隣様とのプラバシーを保つこと、駐車場スペースを確保するため、さまざまな工夫をして
います。２階のリビングは吹き抜けに設け、開放感抜群のスペースを作りました。スタイリッシュ
なご主人とチャーミングな奥様、お二人のお嬢様にふさわしいお住まいに完成しました。

◎外観

横浜市神奈川区 O 様邸

見どころ

やさしいレンガ調の床にお花畑がパーと
広がったような花柄の輸入クロス、奥様ご希
望の暖かい空間になりました。

☆ご報告☆

Bijin’
Bijin’s

北欧の田舎町にあるような白い外観。玄関上
のひさしは柔らかい雰囲気を出しています。
暖かい日差しが入り、木のぬくもりがいっぱい
の新しい美容室「Bijin’
。３月７日オープン予
Bijin’s」
定。是非皆様お出掛けください。

葉山駅伝 2015 に参加しました!!
参加しました!!

◎ＬＤＫ
2 階リビングダイニングは階段を上がると大きな吹き
抜けに存在感のある大きな梁！広々と開放感があるリ
ビングです。窓の外に広がるバルコニーはブライバシー
が保たれています。
キッチンは子育て中のママが家事しやすいオープン
キッチン、一枚板のカウンターが素敵です。パントリー
内のカウンターでお子様の宿題もここで！
洗濯機もキッチンそばに持ってきました。
㈲アシストホーム

見どころ
◎内観
真っ白な壁紙に木の梁、筋交いもそのまま
木の見える優しい空間になりました。

お問い合わせ先：046小岩井 080046-877877-1127 お客様係：小岩井
080-56565656-5886

外壁はスタイリッシなブラックの外壁、部屋から見え
るところはホワイトの外壁に張り分け、部屋を明るくな
るようにしました。
玄関アプローチは、
2 台駐車出来る用に工夫しました。

逗子市桜山
逗子市桜山 I 様邸

「完全予約制」

弊社スタッフがお客様を 2 か所の現場を順番にご案内いたします。
この機会にアシストホームの住まいづくりをご覧になっては
いかがでしょうか。お迎えに行くことも可能です。
スタッフ一同ご参加をお待ちしております。

-Ｂ-

TEL:046-877-1127

◎他にも
仕事スペースは、お仕事の関係上、防
音工事を施した部屋にしました。
家族の一員のワンちゃんのおしゃれ
スペースを設けました。棚には水槽が設
置予定です
小屋裏スペースは空間をしっかり利
用。リビングの吹き抜けに一工夫！

ご意見・ご感想・ご要望などお待ちしています。

P.1

第 30 回を迎えた「葉山駅伝 2015」が 1
月 25 日（日）に開催されました。メンバーは
以前も参加して頂いたお得意様のＳ様Ｕ様に
加え、Ｍ様、弊社スタッフの宮寺、計 5 名で
した。晴天と天気にも恵まれ、無事に完走する
ことができました。詳しい内容は次号でご報告
いたします。～お楽しみに！！～
㈲アシストホーム

生活改善リフォームのご提案や雨漏り・耐震・老朽化調査及び施工を行っております。お気軽にご相談くださいませ。

P.2
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アシストホーム 愛犬かわら版 vol.23
シャンプー

アシストホームイベント情報

～この時期に気をつけること～

寒い季節、ワンちゃんに風邪をひかしてしまっては大変と考えてしまいますが、やはり月に
１回・2 回程度のシャンプーは必要です。体調を壊さないように室温にも注意して洗ってあげ

3/14(土)10:30～13:00
☆IH
IH お料理+
お料理+暮らしに役立つミニセミナー☆
暮らしに役立つミニセミナー

教室

ほほえみ教室を始めて今年で 4 年目を迎えます。

ましょう。2 回にわたって寒い季節のシャンプーのお話です。

ＩＨクッキングヒーターを使った、お料理を体験

シャンプーは、ゆっくり、優しく……

していただきます。

まずは、愛犬に合うシャンプーを見つけることが大切。皮膚

「アシストホームはどんな会社かしら」、
「どん

の弱いコやアレルギーを持っているコなどは特に注意が必要

かしら」「大切な自宅のリフォームを任せるのは

をよく読んで選びます。最近ではアロマ成分のものもあるの

どうかしら」など心配はありますね。是非

で、それも良いかも。どちらかというと、汚れ落ちはそれほ

ほほえみ教室に参加してアシストホームを感じて

ど良くなくても、皮膚に優しいものの方が安心ですね。

いただけたらと願っております。

容：IH
IH を使った簡単お料理教室

場

所：AH ヒアリングオフィス
葉山町一色 499

なスタッフ、どんな大工さんが工事してくれるの

です。シャンプーの裏側等にある原料などが書いてある説明

内

予約制：先着 10 名様
担

当：小岩井 080-5656-5886

参加費無料！！

だいたいのワンちゃんはシャンプーが苦手ですが、飼い主さんがビックリさせないように気
をつけてあげていると、少しずつ上手に我慢が出来るようになります。洗う時にも、いきなり
洗い始めるのではなく、最初にブラッシングをして、毛についたごみなどをよく落としておく
と、楽に素早くキレイにしてあげることができます。ブラッシングが済んだら、洗う場所へ移
動し、低めの温度のお湯（だいたい３６度くらい）で、シャワーヘッドを体に付けて、お尻の
方からずらしながら静かに濡らして行きます。あまり高い位置から急にジャーっとかけると、
それだけでびっくりしてしまって、お風呂嫌いになってしまうので、あくまでも“ ゆっくり、
優しく” を心がけます。
体中がまんべんなく濡れたら、この時点でお尻の肛門腺を絞っておくと良いでしょう。毛が濡
れると指が滑らせやすくなるので、必要以上に尻尾を引っ張ったりしなくてもスムーズに絞れ

4/11 (土)10:00～17:00 リフォームフェア開催
in 横須賀商工会議所
「汚れ」「キズ」
「熱」に強い！高品位ホーローで
おなじみのタカラが横須賀にやってきます！
ご来場頂いたお客様には｢素敵な特典とプレゼント｣が
ご用意されています。
（七宝焼きホルダー作り体験・展示現品処分市など）
参加ご希望の方は、アシストホームお客様係まで。
TEL：046-877-1127 担当：小岩井

ます。そうそう、肛門腺を絞る時には、くれぐれも覗き込まないように。ピュッと飛び出して
きて、顔にでもかかったら、それはもう、臭くて大変ですから。
さて、肛門腺絞りも終わったら、いよいよ洗い始めましょう。体全体にシャンプーをなじま
せたら、ゆっくりと優しく体中を洗います。特にウンチやおしっこが付きやすいお尻のまわり
や肉球の間、口のまわり、顎の下など、汚れやすいところを念入りに。

アシストホームイベント案内
23 月 14 日(土) 10：30～ ほほえみ教室 (AH ヒアリングオフィス)
24 月 11 日(土) 10：00～ リフォームフェア (横須賀商工会議所)
笑顔づくりを住まいづくりで

飼い主さんが「洗うぞ！！」って怖い顔して近づいてきたら、ワンちゃんだって緊張してし
まいます。いつもと違うシチュエーションでの愛犬との触れ合いを、楽しみながら出来たらい
いですね。

～肛門腺って何？？？～
肛門腺って何？？？～

有限会社アシストホーム
住所：神奈川県三浦郡葉山町一色 499 番地
TEL：046-877-1127（営業時間 8：00～18：00）
mail：info＠assisthome-wb.jp
http://www. assisthome-wb.jp

「スカンクは敵に襲われたときにくさいオナラをする」という話を聞いたことがありませんか？
実は、犬や猫にも、ニオイのする液状の分泌物が入った袋がお尻の穴の左右にひとつずつありま
す。これが肛門腺（こうもんせん）・肛門嚢（こうもんのう）といわれるもの。肛門のすぐそば、
時計の文字盤で４時と８時付近に穴があり、そこから分泌物が出てくるようになっています。

㈲アシストホーム

TEL:046-877-1127

ご意見・ご感想・ご要望などお待ちしています。

～端正な佇まい。進化し続ける
端正な佇まい。進化し続けるホーロー
進化し続けるホーロー美
ホーロー美～

P.3

「通気断熱 WB 工法」施工店
太陽光発電施工店
窓・ｷｯﾁﾝ・ｴｸｽﾃﾘｱﾏｲｽﾀｰの施工店
建築業許可 神奈川県知事許可(般-24)
建築士事務所登録 神奈川県知事登録

第 60527 号
第 8180 号

『アシストホーム業務内容』

新築工事、増改築、リフォーム、耐震補強工事、免震工事、雨漏り調査、老
朽化診断、防犯設備、介護保険・障害者手帳工事、防音工事、音響工事、太
陽光発電工事、エクステリア工事、マイホームに関する一切の工事
㈲アシストホーム

生活改善リフォームのご提案や雨漏り・耐震・老朽化調査及び施工を行っております。お気軽にご相談くださいませ。

P.4

