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お楽しみに！

◀マヤマキャラクター
　「セーフティー」

fureai@k-mayama.jp

〒350-1151埼玉県川越市大字今福265番地
(株）マヤマ「ふれあいニュース」係

自慢のペット。偶然見つけた美味しいお店。趣味自慢から旅行
の思い出、本誌の感想等、お聞かせください。
本誌に掲載された方には素敵なプレゼントを差し上げます！
楽しいフリーペーパーをみんなで作っていきましょう！

お寄せください！

（リフォームアドバイザー）
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ガーデニング・映画やＤＶＤを見る事
家事を素早くこなす事
家族・ペットのネコ達
お客様に満足して頂けるリフォームを
目指してます。

水栓みがき（洗面・お風呂・キッチン・・・
　　　　　　使った後は必ず拭いています。）
愛犬のトイ・プードルの毛並カット
家族・愛犬
スマホのパズルゲーム
ご希望をお聞かせください。
できるかぎり叶えられるように頑張ります

海外ＴＶドラマ・映画鑑賞
なし
家族
酸素・紅酢・コラーゲン等、健康美容食品
完成後に皆様の素適な笑顔が見れるように
頑張りますので何でもご相談ください。

保積 千佳子

狩野 美枝

杉本 真理

Mari Sugimoto
Mie kano

Chikako Hozumi

NEWS

リフォームおすすめGOODS
初夏に向けての快適グッズ 3連発！

知ってて便利！地元ショップ紹介
今、一番街が楽しい！「ハム・ソーセージ工房」ミオ・カザロさん

マヤマの安心リフォーム実例集

リフォームおすすめGOODS
初夏に向けての快適グッズ 3連発！

知ってて便利！地元ショップ紹介
今、一番街が楽しい！「ハム・ソーセージ工房」ミオ・カザロさん

マヤマの安心リフォーム実例集
洗面・トイレ & マンションリフォーム洗面・トイレ & マンションリフォーム

紫外線対策！

夏に向けて“美白”肌をキープ！
特集
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毎年恒例の大イベント！！
マヤマ＆シャルマンの

5月18日
マヤマの我楽多市で、食べて遊んで体験して充実した一日を過ごしませんか？

屋台村・お花即売・包丁研ぎ・網戸張替などなど、ご家族みなさんで遊びにきてください。

（内容に多少変更等がある場合もあります。）

イベント・屋台・特典

いっぱいです！開催！土
Ga Raku Ta Ichi

家族で楽しめる年に

一度のイベント！

楽多市（がらくたいち）はお客様との交流の場として皆様に日頃の感謝を込めてのイベントです。
“マヤマの会社を知ってもらいたい。” “もっとお客様地元の皆さまとの繋がりを。”という思い
から始まりました。最初は規模も小さく始めました。しかし今では毎年５月の恒例行事となりました。

志木ニュータウンの我楽多市も毎年４月にぺあもーる商店街で行っております。イベントが毎年行えるの

もマヤマをごひいきにして頂いているお客様、協力していただいている地元の企業や商店の皆さまのおかげです。

マヤマをまだ知らないと言う方にもマヤマを知って頂く絶好の機会と思います。気軽にイベントに足を向けてみてく
ださい。皆様との繋がりが少しでもできれば幸いです。

我楽多市（がらくたいち）はお客様との交流の場として皆様に日頃の感謝を込めてのイベントです。
“マヤマの会社を知ってもらいたい。” “もっとお客様地元の皆さまとの繋がりを。”という思い
から始まりました。最初は規模も小さく始めました。しかし今では毎年５月の恒例行事となりました。

志木ニュータウンの我楽多市も毎年４月にぺあもーる商店街で行っております。イベントが毎年行えるの

もマヤマをごひいきにして頂いているお客様、協力していただいている地元の企業や商店の皆さまのおかげです。

マヤマをまだ知らないと言う方にもマヤマを知って頂く絶好の機会と思います。気軽にイベントに足を向けてみてく
ださい。皆様との繋がりが少しでもできれば幸いです。
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マヤマの安心リフォーム

これからの時期の
オススメGOODS
これからの時期の
オススメGOODS

たくさんのお客様から、お寄せいただきました“お声”をご紹介！
これからも何でもご相談ください！

間もなくやってくる「梅雨」に向けてのおス
スメGOODSです！雨が降っても、「安心＆
快適」なお住まいへ！！

「今ある空間で快適に・・」

ベランダテラス

優れた遮熱性、耐久性、耐震性
を持ち合わせたリフォーム用屋
根材です！
今ある屋根の上に重ねる工法
なので解体作業も不要で、住み
ながらのリフォームが可能で
す！

軽量屋根材

高い消臭機能を持った画期的
な壁紙です！
臭いの主原因8物質を消臭。光も
電気も使わずに空気さえあれば
半永久的にお部屋の空気を消臭
し続けます。臭いのこもりがちな
梅雨の時期にも最適です！

機能性壁紙

詳しくは、お問い合わせください！
株式会社 マヤマ：0120-46-5185

ハム・ソーセージ工房 ミオカザロ

Mio Casalo

川越の中心街「一番街」に軒を連ねるお洒落なお店「ミオ・カザロ」さんを

ご紹介します！丹念に育て上げた、自家飼育のブランド豚「小江戸黒豚」を

川越の環境に感謝しながら、自然の移り変わりと共に養豚・工房での製

造を行った「ハム．ベーコン．ソーセージ」などを取り扱っております！

川越市：U様邸
トイレと洗面所の改修工事です。トイレ空間は奥行きに限りがありましたが、取付
寸法を計算のうえ、最新の節水タンクレス便器を設置しました。便器先端が数セ
ンチ縮まりより使いやすくなりました！

洗面所はドア廻りを一新し使い勝手の良い引出し式洗面台にリニューアルです。
オール三面鏡にすることで収納棚に埃がたまるのを防いでいます！

知ってて便利！
地元のショップ
知ってて便利！

地元のショップ
知ってて便利！

地元のショップ

今あるベランダにお洒落なテ
ラスを付けて雨の日も快適に！
新材質の人工木材を使用して
いるので、木の風合いを生か
しながら腐らない材質になっ
ております！

LIXIL　樹の木テラス チューオー 横暖ルーフ ルノン 空気を洗う壁紙

お見積りや、ご相談、随時無料でお受けいたします！

「マンションリフォームマジック！」
志木市：W様邸
自然の風合いを生かしたマンションリフォーム事例です。
可動式間仕切り壁等、デザインだけではなく機能性にもこだわりました。お施
主様のアイデアを頂戴しながらの素敵な空間が誕生しました！

４月・５月の紫外線量は７月・８月とほぼ同じです！
春は気候の変動が激しい季節です。暖かくなって過ごしやすくなるのはうれしいけれど、肌の大敵、紫

外線がぐんと増えてくるのもこの時季からです。特に4月から夏にかけて急増するのが「Ｂ波」、紫外線

には「Ａ波」と「Ｂ波」の主に2種類がありますが、「Ｂ波」は肌の表皮に急激に作用するのが特徴です。そ

のため、少しの時間でも肌にダメージを与え、肌に炎症を起こしたり、メラノサイトを活性化させて、シ

ミやソバカスを招きます。

まだまだ肌寒い日もあるこのシーズンですが、紫外線の量は真夏とさほど変わりません。冬を越した

肌はメラニンが少なくなっているため、ダメージを受けやすい無防備な状態。しかし、これだけで肌を

守るのは無理な話で特に露出を避けられない顔は、日焼け止めをしっかり塗ることが大切です。

この紫外線、4月から9月頃までが強く、年間紫外線照射量の7割～8割。1日の中では、午前10時から午

後2時までが強く、夏は1日の6割程度。冬は1日の7割程度。ですから、この時期の紫外線対策は「待った

なし！」です。

市販の日焼け止めクリーム
数値が高いほどその効果が高いといえますが、日常使いかレジャー用なのかなど、シーンに合わせ

て揃えて使い分けるのが理想的です。日常使いには、スキンケア成分が多く配合された「UVエッセ

ンス」がぴったり。乳液のような心地よい感触で、上に重ねるメイクの邪魔をしません。よりしっかり

ガードしたいボディやレジャーの際には、「ブライトニングサンプロテクター」がおすすめ。

「SPF50+・PA+++」と高いUVカット効果をもちながら、“すー”っと軽くのびるから広い範囲にも

手早く塗ることができます。日焼け止めにありがちな皮膜感もなく、肌のうるおいをキープしなが

らも、さらりとした仕上がりもうれしいポイントです。

肌を守るためといはいえ、やはり塗り心地の良さは大切。使い心地・スキンケア効果、ともに進化し

たこのふたつの日焼け止めさえあれば、今年の紫外線対策は安心です。

油断大敵！！紫外線！
日焼け止め選びはばっちり。でもここで安心していてはいけません。朝から日

没まで、常に紫外線は降り注いでいます。ちょっとだから大丈夫と、UVケアを

しないでゴミ出しに出たり、洗濯物を干したりしていませんか？　また、顔や

腕、脚はしっかり日焼け止めを塗っていても、首の後ろやデコルテ、足の甲など

は忘れがち。紫外線ダメージは、シミ・くすみだけでなく肌老化の原因ともなる

ため、できるかぎり浴びないのがいちばん。注意しましょう。

やっぱり食事で健康的に美白をキープ！
紫外線を全く浴びずに生活することは不可能、浴びてしまった紫外線のダメー

ジを最小限に抑えるために新陳代謝を活発にする！

ビタミンA、C、Eを多く含む食品を中心に、バランスのとれた食生活を心がけ

ることも大切です。

ビタミンA・・・うなぎ、卵黄、バター、かぼちゃ等。

ビタミンC・・・柑橘類、芋類、大根、海苔、緑茶等。

ビタミンE・・・胚芽米、玄米、植物油、豆類、サンマ等。

夏はすぐそこまで来てます。今日からの紫外線対策で、お肌のトラブル、しっか

り予防し、楽しく過ごしましょう。

紫外線が強くなるシーズンになりました！

美肌・美白で
夏に向けての
紫外線対策を！

美肌・美白で
夏に向けての
紫外線対策を！

紫外線は肌に悪いとわかっていても、ついうっかりUV対策を
忘れて外出してしまうことはありま
せんか？まだ春とはいえ、この時季の
紫外線は思いのほか強烈。ほんの少し日
差しを浴びただけでも、肌に影響を与え
ています。手遅れになる前に、紫外線
対策の正しい知識を学んで、今年の春からしっかりと肌を守り抜きましょう。

田園地帯にある農場併設の本店では、今秋 レスト
ランを新装開業の予定です。お楽しみに！
また、蔵のまち店では「一店逸品」運動を精力的に
実施しています。ミオ・カザロの逸品は、白カビを
使ってじっくり熟成させた手づくりサラミ、その名
も『贅沢サラミ様』！おつまみや料理のアクセント
に、いつもよりほんのちょこっと贅沢なお味。
どちらのお店も、ぜひ一度御来店あれ！

贅沢 サラミ様
《サラミ》

100g：1,350円

正面に見えるのはエコカラット。吸
放湿性があるデザインタイルです。
床は無垢の単板を厚めに切り込んだ
高級素材を使用しています！

Befor After

Befor After

普段はリビングとして広く開放的に使用し、家族やお客様の来られた時に
大活躍の可動式間仕切り壁です！

 蔵のまち店

☎049-226-0861／☎049-222-2861

川越　本店

埼玉県川越市谷中27／川越市元町1-15-3

open:10:00-18:30／open:10:00-18:00

〈水曜定休〉

一年の紫外線量の変化（７月を紫外線100とした場合）

１月　２月　３月　４月　５月　６月　７月　８月　９月 １０月　１１月　１２月
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60

40
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つばの広い帽子を
かぶったり

日傘をさしたり

薄手の長袖を
一枚羽織ったり

これ
で、この夏、“美白ちゃん

”
これ
で、この夏、“美白ちゃん
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お手軽！

陽射し対策
！
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陽射し対策
！

超節
水！ 3.8L!!超節
水！ 3.8L!!


