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社長コラム
コロナウイルスによる緊急事態宣言以降、皆様の生活スタイルは凄く変わったのではないでしょうか？
世の中の動きに合わせて、弊社のお客様に対するスタイルも少しずつ変わってきています。まず、お客様と
の打合せの中で価値観の変化が見られ、間取りの取り方も変わってきています。今回はコロナ以降、家づく
りにどんな変化が出てきたのかご紹介したいと思います。
最近の家づくりのご要望で増えてきたのが、家に帰ってきて「すぐに手を洗いたい」ということです。
菌をできる限り家の中に入れないという考え方です。 「ただいま」の延長上である玄関近くに洗い場を設け
「うがい・手洗い」を済ませてからリビングへ。また、少しでも菌が部屋の中に入らないよう、玄関収納と
一緒に上着や外で使うカバンなどを置けるスペースを設け、外で使うものはできる限り部屋の中に持ち込ま
ないことを重視します。そして緊急事態宣言が発動される中、皆様の働き方のスタイルも変わり、スカイプ
やZOOM、テレワークで仕事をされたり、遠隔での会議やミーティングもオンラインで行われるようになり
ました。そんな時、仕事に集中できる場所を家づくりに取り入れたいというニーズも少しずつ増え、書斎や
リビングにホビースペースを設ける方が増えてきました。元々ホビースペースの配置の取入れは弊社の得意
とするデザインですが、お客様からの積極的な提案が増えております。
『家族みんなが癒されてくつろげる空間の提案』は弊社、そして私の不動のテーマです。コロナの影響で
家づくりの思いも変化しています。思いを形にし、今まで通り、家族みんなが癒されてくつろげる空間を創
造設計していきたいと思っております。

◆プレタハウスとは…？
プレタハウスとはエムエヌ木材が自信を持ってお届けしている「癒しとくつろぎのリゾートハウス」をコンセプトとした住宅
ブランド名です。「確かな注文に応えながらもコストを抑えた高規格住宅をお客様にお届けしたい」という想いを込め、素材
と価格にこだわったデザイン住宅をご提供しています。

こ

んな空間いかがですか？

【担当】
大蔵

プレタハウスの楽しみ方や魅力をご紹介

Vol.2 憧れのオープンキッチン
最近ではキッチンと同じようにカップボードもこだ
わる方が増えています。お客様がよくいらっしゃるご
家庭では、建具と合わせていざとなれば全部隠せるよ
うな収納を（左写真参照）。毎日の利便さやデザイン
性を求められる方は上下に分かれたタイプや造作タイ
プが人気です（下写真参照）。お客様それぞれの生活
スタイルに合ったオシャレで機能的な自慢のキッチン
をぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか！？

まるで料理教室さながらのステンレス製のアイラン
ドキッチンは奥様の自慢の空間！？それとも旦那様の
男の料理の場所でしょうか？どんな料理が出来上がる
のだろうとワクワクしますね。作業スペースが広いの
でお子様と一緒に料理をされる時もゆとりがあり安心
です。また、キッチンと向き合った時にパネルの色が
見えるので、キッチンというよりはインテリアとして
お楽しみいただけます。今はキッチンの色もバリエー
ションが多いので、コーディネートも楽しめますね。

運

気が良くなるインテリア風水

【担当】
谷山

風水の力でお家の運気をUPしましょう

4話 風水豆知識
【風水と家相】
風水と家相はよく混同されますが、似て非なるものです。
●家相＝主に日本で伝えられてきた理論で、主に、方位のみから判断する吉凶判断方法です。
「鬼門の方位は避けた方がよい」などと言われます。
●風水＝中国から伝わった考え方で主に遷都に使われていた、とても大きな視点から物事を考える理論です。
家相と風水は似て非なるものといいつつ、実は家相も大きな視点で考えられていて、例えば、東京タワーや東
京スカイツリーは、皇居（もともとは江戸城）の鬼門を守る方向に設置されているという説もあります。
東京タワーの時代ならまだしも、つい最近と言ってもおかしくない東京スカイツリーの建設にも、実は鬼門が
関係していて、大きな事業には裏で必ず目に見えない世界の理論が絡みあっています。
話を風水に戻しますが、どこに首都を動かすかという時代を決めるような出来事に使われてきたのが風水で、
大地を流れる大自然のエネルギーを、どのようにうまく取り込むかという考え方です。住宅という個人の世界
に目を移して風水を活用するならば、玄関から入ってくる気を、どううまく家の中に取り込んでいくかという
方法論になります。
気は必ず玄関から入ります。ですからまずは玄関を整えるのが大切という理屈になります。

家

づくりQ&A
家づくりで感じる疑問にQ&Aとコラム形式で分かりやすくアドバイス

【担当】
林

No,4-2 住宅ローンってどこで借入すればいいの？
住宅ローンの金利って銀行ごとに違うの？
各金融機関によって金利の種類も設定金利も異なります。
ご自身の生活スタイルに合った金利の条件を選ぶことが大切です。

住宅ローンの金利の種類は3種類あります。
①全期間固定金利

→ 借入れ期間中ずっと金利が一定です

②変 動 金 利

→ 借入れ期間中ずっと金利が変動します

③固定期間固定金利 → 一定期間を定めて金利が一定です
①全期間固定金利はフラット35という商品が代表的で、返済期間中
ずっと金利が一定で安心ですが、金利は高く設定されます。
②変動金利は現状フラット35より高い金利水準にあり、優位性は少な
いです。近年は③固定期間固定金利が主流となっており、条件を満た
せば優遇金利が適用されて、現状一番安い金利となっています。固定
期間が短いほど（2年や3年）金利は安く設定されていますが、優遇措
置期間も短くなりますので、固定期間の選択には注意が必要です
※優遇金利＝「優遇」される金利のこと。例えば「1.5％の優遇金利」の場合、
表示されている金利から1.5％差し引いた金利で融資するということ。

お

住宅ローンのご相談承ります！
お気軽にご相談ください♪

うちお助けマンのワザ

【担当】
村田

困った時に自分でできる簡単メンテナンス

ワザ5 もらいサビ汚れ取りのワザ
浴室など水回りで多いカミソリ等のもらいサビの汚れが気になったことはありませんか？
今回はそんなもらいサビの汚れを落とすワザをご紹介します。
ヘアピンを置き忘れてもらいサビ…
なんてことありませんか？

【用意するもの】
歯磨き粉（クリームクレンザー）・

布

【手順】
①歯磨き粉を布につける
②汚れが気になるところを磨く
③①～②で汚れが落ちない場合クリームクレンザーを布につけ磨く
※自分で試したところ、歯磨き粉で落としきれない汚れはクリームクレンザーでは
きれいに落ちました。

【注意】キズを付けてしまう恐れがあるので、目立たないところで試してから
自己責任にて行ってくださいね

O

Bさん突撃インタビュー

【担当】
廣瀬

お家の住み心地はいかがですか？

プレタハウスで建築くださったOB様に、家づくりを通してのご感想やお引渡し後どのように過ごされてい
るのか？をインタビューさせていただく特別企画です。
今回はプレタハウスの全館空調COCOCASA（ココカーサ）仕様で2019年にご建築いただいた山本さんご夫
妻がインタビューをご快諾くださり色々なお話を伺うことができましたのでご紹介します。
※実際のインタビューの雰囲気をより感じていただけるよう、極力会話のまま掲載させていただきます。
※写真写りの関係でお客様にご了承を得て、今回の取材中はマスクを外させていただきました。

今回インタビューを受けてくれたのは

山本 琴治さん・良美さんご夫妻

奥）私たちより先に家づくりをした人から色んな話を聞いてきて
「やっぱり地元かなぁ」と。もうこれが基盤というかね。
主）嫁が（MN）を見つけて「一回見に行ってみようさ」ってなって
広）初めて展示場にいらっしゃった時いかがでしたか？
主）展示場はまあ広いし…
結局見せるために作ってあるから一回（実際の）家も見てみた
いっていうので
広）大聖寺（の内見会に）いらっしゃってくださいましたよね？
奥）そうそう、大聖寺とあと蓮代寺のね
主）最初はエアコンでいいんじゃないかって言ってたんやけど
奥）あの、ココカーサじゃなくってもね
主）一回だけ見に行ってみようさって言って。結局見て（体感し
て）みたら「こんなに暖かいんや」ってなって
奥）あとは…関係あるか分からないけど…夫がね、結構鼻血とかよ
く出るんですよ。けどこの家になってからは全然出てないしね。
広）そうなんですか？

【インタビュアー：廣瀬】
廣瀬）※以下広
よろしくお願いいたします。
初めてで上手く進められるか不安ですが…
山本さん奥さん）※以下奥
いえいえ（笑）どうぞどうぞ
広）ではまず始めに山本さんが家づくりを考えようと思ったきっか
けをお伺いできればと思うのですが… いかがですか？
山本さんご主人） ※以下主
結局、前の家がものすごく寒いし、お風呂入るにしてもストー
ブを焚いたりしていたし、もう一つは…頭がガンガン…
奥）夫は背が高いから…（笑）昔の家はドアの高さが低いから…
広）ぶつかっていたんですね？なるほど
奥）第一やっぱり寒いし
広）やっぱり大きいですよね。それでちょっとお家を新しくしたい
なと？「こんな家にしたいな？」という想いはありましたか？
主）暖かい家に住みたい
奥）私は今まで和室の生活だから洋室のお家に住みたいと思ったん
です。年齢高くなると膝が痛くなったり正座するのが辛かった
り…。ベッドなんかも布団から起き上がるのと全然違って楽な
ので…。あとはやっぱりオシャレな家に住みたかった！
広）では家づくりを始めた時に「大変だったな」とか悩んでいたこ
ととかはありましたか？
奥）……特に…特にないかな（笑）
広）じゃあ結構楽しく？
奥）楽しく！自分たちのできる範囲でね。うん。
広）家づくりを始めた時にプレタハウスの展示場に来てくださった
んですけど、ご来場いただいたキッカケってありますか？
奥）訪問したキッカケはネットかな。会社と面識があったわけでも
誰かの紹介とかでもなかったけど、私たちの中では「地元の業
者で建てたい」っていう想いがあって。

奥）うん、ホントホント
主）なんでか知らんけど、冬になるとエアコンとか暖房つけると鼻
が痛くて痛くて…。（でも）この家に来てから全然…
奥）全くない
主）鼻血も出んし、鼻も痛くならない
広）へえ～～！
奥）で、私もね、スポーツジム行ってることもあるんだけど、この
家に来て冬が暖かいし、廊下もお風呂もトイレも暖かいから自
分の基礎体温が上がった！冗談抜きで。前だったら35.9℃とか
…36.1℃くらいだったけど最近は36.6℃の時もあるし…。
今コロナだから…やっぱりね。スポーツジム行く時、体温測ら
ないと（行くの）禁止なんですよ。だから毎日測ってるけど基
礎体温が上がった。それはやっぱりこの家じゃないかと思うよ。
冬にこんなに上がるなんて、今までにはないっていうか
広）なんか実感として健康にいい影響というか…感じていただけて
こっちも嬉しいです！
奥）なんかね、私雑誌とかで見てると寒い家に住んでると身体に悪
いみたい

広）うんうん
奥）だから健康な家っていうか…健康になれる家っていうか…。
それはもう実感やね
広）そう言っていただけて良かったです！では、プレタハウスでご
契約をいただいて建てさせていただいたんですけど、決めてく
ださった決め手はやっぱりココカーサですか？

奥）電気代は全然安いよ。だって（冬で）2万くらいやもんねぇ。
あとはほら、灯油もガスもいらないし。あとは水道料金くらい
だから。だから光熱費も前と比べたら1/3くらいになる訳で
しょ？灯油も使わないし…。
主）冬は2、3ヶ月ずっと家にいたけど、家におるだけで快適やわ。
奥）ほんとほんと。あの、自粛の時も全然退屈しないでいれたわ。
広）お家がいいといてもストレスにならない？
奥）そう、ストレスにならない！ストレスがかからないわね全く。
主）外に出るより家におった方がいい
広）それは良かったです！
では（次にお伺いしたいのですが）これから家づくりを考えよ
うな？っていう人がいるとして、プレタハウスで建てるとステ
キな暮らしができそうな人ってどんな方がでしょうか。実際住
まれてみてどう思いますか？
奥）うーん。そうですねぇ…。…もしかしたら家時間を楽しめる
人？私たちは二人暮らしだけど、家族がたくさんいる人も楽し
めるかなぁって。
広）ご主人はいかがですか？
主）うーん、結局今言った通り、年中快適な温度で過ごせるから。
これから建てる人は夢がある人。やっぱり（快適な家を）建て
た方がいいと思う。

奥）そうやね、うちの人はあったかい家。私は…それプラスデザイ
ンがいいし。うん。やっぱりオシャレっていうか…。
広）ありがとうございます（照）
奥）私のお友達なんか「ホテルみたい」って。私も自分で時々思う
んです。トイレ入ってても「ここホテルみたいや～」って(笑)
広・奥)あははは
奥）いや、ホントに。一年たってもいつ見ても素敵だなあって。
広）（そうおっしゃっていただけて）嬉しいです！
では、次に家づくり中のエピソードがあれば教えてください。
「〇〇が楽しかったな」とか「打合せ大変だったな」とか…。
奥）楽しく家づくりできたかなと。それに所詮ほら！私らって素人
だから。こんな（バーチカル）ブラインドがいいとか。私らこ
んなブラインドなんて分からないしカーテンの頭しかなかった
…。だからそういうプロとしてのアドバイスっていうのがやっ
ぱり良かったかなと思います。
広）ありがとうございます！では話が重複していますが…ココカー
サの住み心地はいかがですか？？

奥）それにゆっくりできる。ここにいれば。（家を）眺めてても飽
きないし。
広）ふふふふ
奥）ふふ、いや、ホントホント。私なんて家が完成してから毎日こ
こ（引渡しまで）見に来てたもん。
主）次から次、見ていくとだんだんオシャレになる
奥・廣）あははは
広）（TVステーションとか）色々オシャレに飾ってくださってて、
前の玄関もご主人の写真を飾りたいっておっしゃってたので！
奥）そうそう、色々叶えられて良かったです
広）じゃあ、最後になるんですけれども、（家の中で）
一番お好きな場所ってどこですか？
奥）私はね、やっぱりこの場所（リビング）が好き。
広）ご主人いかがですか？
主）ここ（リビング）が一番いい
広）もうソファに座ってTVを見ているのが一番？

奥）いいですよ～、ほんとに。特に冬がね。

奥）そう、まあTVを見ていなくても音楽聞いたりとか。

広）やっぱり暖かいですか？

広）今日は色々貴重なお話ありがとうございました！

奥）暖かい。
主）今も涼しいし
奥）うん、今も涼しい。あんまり寒いのも嫌だし。だから丁度いい
空気感っていうか…。あとはほら、電気料金がかからない。
広）前のお家と比べて結構違いますか？前は灯油とか使ってたり？
奥）灯油も使うし
主）ガスも。（それに）高い時は（電気代が）3、4万いってた
広）で、電気だけでですか！？
奥）電気だけ、電気だけ。で、カーペットしてストーブ焚いて…。
それでもそんなに満足いく温度感じゃないっていうか…。

笑顔が素敵な山本さんご夫妻♪
今回は本当にありがとうございました！！

奥）私らの寝室行けばもう
氷みたいな！（笑）ねえ？あれ何度くらいやったっけ？
主）朝起きて温度計見てみたら2℃とか…
広）もうほぼ外みたいな！
奥）そう、もうほぼ外と一緒。だからホッカイロして寝ないとダメ
みたいな。
あと洗濯物。前の家は渡り廊下のところで干してたけど、もう
全く乾かない。でも今は夜洗濯して朝にはカラっと仕上がりっ
ていうか…。前は洗濯物が乾かないからストレスが溜まるで
しょ？「ん～乾かない～！！」って。でも今は全くストレスな
し！乾くから。楽勝やね！
全員）あははは！
広）じゃあ結構電気代とかも安くなって。

【玄関ホール】
ご主人の写真をステキに
飾ってくださっています

インタビューを終えて…
今回の企画を考えた時に「ぜひお願いしたい！」と思っていた山本
さんご夫婦。本来は4月頃を予定していたのですがコロナでずっと延
期になり、ようやくお話を伺くことができました。貴重な（しかも
こっちが嬉しくなる内容で）たくさんお話を聞かせてくださり、イ
ンタビュー第一号を山本さんにお願いして本当に良かったと思いま
す。慣れないインタビューでやりにくかったと思いますが、優しく
和やかに答えてくださり本当に感謝の気持ちでいっぱいです！これ
からもお二人仲良くプレタハウスで楽しく元気にお過ごしいただき
たいです。本当にありがとうございました！
廣瀬

ス

タッフ１問１答

【テーマ】

おススメ飲食店

みんなに聞いてみました

事務 大蔵が
おススメします

社長 村田が
おススメします

能美市大成町

小松市北浅井町

福喜寿司

まつぼっくり

美味しくてリーズナブル！地物も
交えたお寿司はシャリが小振りで
ネタも良い。回転すしよりちょっ
と贅沢な気分を味わい時はここで
決まりです(笑)
(実は同級生のお店です♪)

明るく落ち着いた雰囲気で手打ち
そばがおいしいです。
価格も手ごろで近いので、たまに
ランチに食べに行きます。

監督 村田が
おススメします

もりもり寿司
コハダや光物がおいしいです

営業 林が
おススメします

設計 谷山が
おススメします

営業 廣瀬が
おススメします

小松市沖町

小松市沖町

野々市市本町

鳥料理
やまき

ブーランジェ
ラ・フェスタ

ムサク

名物の若鶏の唐揚げ（半身揚げ）
は他では味わえない逸品です。
鶏料理専門なので焼き鳥もあるけ
ど、鶏レバーや煮や〆に食べる
ラーメンも美味です。

惣菜パンが
おいしいです！

石川県では珍しいベトナム料理の
お店です。個人的にはベトナム風
お好み焼き「バインセオ」がお気
に入りです。一度旦那さんとカエ
ルの唐揚げにも挑戦しました！
（意外においしいよ｝

編集後記
コロナが少し落ち着いてきたかと思えば、今年も大雨による災害が起こり、令和に入ってから暗いニュース
ばかりが続いています。「コロナが落ち着いてさあここから！」と意気込んでいた皆様の気持ちを考えると災
害を伝えるニュースを見るたび辛いです。被災された皆様に心からのお見舞いと一日も早く日常生活に戻れま
すようお祈り申し上げます。
今回はコロナでずっと延期になっていた念願の「OB様インタビュー」」をようやく行うことができました。
とは言っても初めての試み。インタビューの進行にたどたどしさもかなりあったと思いますが、インタビュー
を快く引き受けてくださった山本さんご夫婦には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございまし
た。また、今回の記事を見て「自分もインタビューやりたいな～」と感じたOBさんがいらっしゃいましたら、
喜んでお伺いさせていただきますのでぜひぜひお声掛けいただけたらと思います。
自身が当事者でなくても、日々流れるコロナや災害のニュースに気持ちがしんどくなっている方が多いと思
いますが、プレタ通信がそんな方々にとってひと時の息抜き・楽しみを感じていただければ嬉しいです。
編集長：廣瀬
今後、プレタ通信が皆様にもっと楽しんでいただける情報誌になるよう、より一層内容の充実に向けて頑張りたいと思います。
お客様からお声をいただくことが何よりの励みになりますので、ぜひご意見・ご感想などをお寄せください。心よりお待ちしております。

エムエヌ木材株式会社

［本社事務所］
石川県小松市白嶺町3-13
TEL：0761-22-5122
〒923-0866

■ ブログ・facebook・Instagram ■
プレタハウスも参加しています！！
「いいね」やフォローをぜひお願いいたします。

［福乃宮展示場］
石川県小松市福乃宮町1-60
TEL：0761-23-3033
mail：info@pureta.jp
ﾌﾟﾚﾀﾊｳｽHP 「家6!!!」HP
〒923-0865

facebook

instagram

プレタ通信を一緒に
盛り上げませんか？

たくさんのご応募
お待ちしています

プレタ通信を一緒に盛り上げてくださる方

①プレタ通信お友達紹介キャンペーン
「プレタ通信をたくさんの人に読んでいただきたい」という想いから読者
様を大募集しています。ご家族・ご親戚・ご友人どなたでも大歓迎♪
「プレタ通信を教えてあげたいな」という方をぜひご紹介下さい！

ご紹介いただいた方には
オリジナルエコバッグプレゼント！
2020年7月からレジ袋が廃止になって
いくつあっても役立つこと必死！？

■ご紹介方法
①下記連絡先までご紹介者様とご紹介者
いただく方のお名前・ご住所をご連絡ください
読んでみたいわ

②次号からプレタ通信をご紹介者様
にお送りいたします

③皆様でプレタ通信をお楽しみ下さい♪

おもしろいから
ぜひ読んでみて

～お約束～
純粋にプレタ通信の読者様としてご紹介いただくので、弊社からご紹介者様に建築関係の営業は一切行いません。

②インタビューを受けてくださるOB様大募集！
今回お話いただいた山本さんのように、プレタハウス（エムエヌ木材）での家づくりの感想や現在の住み心地をお話してくださるOB
様を募集しています。家づくりで「良かったこと」「こうすればよかったこと」など、貴重なお話をぜひお聞かせください。

～インタビューの流れ～

ぜひ家づくりの体験談や住み心地の
ご感想などお聞かせください♪

①お申込みいただいたOB様に弊社より改めてご連絡いたします。
（インタビューに伺う日程をご相談します）

②OB様宅へ弊社スタッフがお伺いし、インタビューさせていただきます。
（時間は小一時間程度を予定しています）
※OB様宅へは社長もしくは担当営業が必ず同席することといたします

③読者様の声をぜひ聞かせてください！
「このコーナーが面白かった」「こんなことを特集して欲しい」などなど、どんな内容でもOKです。読者様の声を反映しながら
より充実した内容でお届けしていきたいと思いますので、下記宛先までどしどしお送りください。

TEL
TEL

0761-23-3033
お電話にて必要事項をお伺いいたし
ます。（担当：廣瀬）

右の各QRコードからもお申込み、
送り先のフォームに繋がります
→→ →→ →→ →→ →→

FAX
FAX

お友達紹介
フォーム

0761-23-3318
添付の用紙に必要事項をご記入の上、
上記番号までFAXください

インタビュー申込

メール

info@pureta.jp
必要事項をご入力の上、上記アドレス
までお送りください。

お客様の声

フォーム
フォーム
笑顔が素敵な山本さんご夫妻♪今回は本当にありがとうございました！！

