
いなげや

福原中

ロヂャース

西武川越病院

スズキ
GS

NTT

今福

脇田新町

新宿町北

新宿町3

川越I.C.

不
老
川

川越駅

南大塚駅

近
くにお越しの際は、

お立寄りください！

西武
新宿
線

久保
川

東武東上線
川越街道

川越
入間
線

関越自動車道

株式
会社

発行元

〒350-1151埼玉県川越市大字今福265番地

A0120-46-5185

株式
会社

マヤマ「ふれあい」ニュース〈年４回発行〉
次号〈夏号〉発行予定：2015年7月

お楽しみに！

◀マヤマキャラクター
　「せいふてぃ君」

川
越
所
沢
線

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！

（工事担当）
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映画鑑賞・音楽鑑賞
柔道（初段）
家族・仲間
路線バスの旅をTVで観る
１０代から塗装一筋です
出来る限り良い仕事を提供
できるよう、頑張ります

山内 泰雅
柳沢 松男Yasumasa Yamauchi

釣り
サッカー
スポーツ観戦
大河ドラマを見る
誠意をもって仕事をする
要望に添って、丁寧に仕事を仕上げます
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Matsuo Yanagisawa

Isao Nakamura

釣り

美味しいものを食べる
リーズナブルな（美味しい）食堂探し
丁寧な仕事
満足していただける仕事をします
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塗装工事

大工工事

会場：川越市今福265(株式会社マヤマ)

時間：ＡＭ10：00～ＰＭ2：00まで(雨天決行)

襖・畳工事

おかげさまで

毎回

5月17日 開催！日
家族で楽しめる年に

一度のイベント！

日頃の感謝を込めて今年もやります！！《我楽多市2015》！ 
盛り沢山の催し物で食べて・見て・体験してくだい。
焼きそば・フランクフルト・おだんご・キッズ広場・大抽選会など

イベント・屋台・特典
いっぱいです！

Ga Raku Ta IchiGa Raku Ta Ichi

毎年恒例の大イベント！！
マヤマ＆シャルマンの
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マヤマの安心リフォーム実例集

マヤマの女性スタッフオススメ！

Cafe Reviews近隣

近隣カフェのご紹介

特集

SPECIAL

くるみ歯科・小児歯科　完成院内紹介

お

掃除

豆知識豆知識 意外な“アレ”がキッチン掃除に使える！
簡単にキッチンをピカピカにする裏技の紹介

新コラム

新築編



マヤマの女性スタッフオススメ！

私は、マヤマでリフォームアドバイザーをしている杉本真理です。
今回、ふれあいニュースで私のオススメするカフェをご紹介したいと思います。
素材にこだわり、食器や店内の雰囲気にもこだわりをもったオーナーさんが営
んでいるお店です。

特集

どちらのお店もランチの時間帯は混みあっているのでお電話で確認するのがおすすめです。

Cafe Reviews近隣

近隣カフェのご紹介

美味しいコーヒーとシフォンケーキのお店

Café de Koto　カフェドコト Merci Cafe　メルシーカフェ

Tel：049-262-7138

住所：埼玉県ふじみ野市大井中央4-8-13

営業時間：AM10：00～18：00

定休日：日曜・月曜（ブログにて要確認）

Blog：ameblo.jp/mercicafe

Tel：049-203-0056

住所：埼玉県富士見市関沢2-25-3

営業時間：毎週金・土・日のAM11：00～17：00

HP：koto-cafe.com

メルシーランチA(御膳のランチ)・・・・・・・・・・￥1,080円（税込み）

メルシーランチB (パン、スープ、副菜etc)・・・￥1,080円（税込み）

週変わりのランチメニューの内容はブログで毎週掲載しています。

MENU MENU
オープンサンドセット・・・・・・・・・￥980（ドリンク・デザート付き）

週替わりヘルシー丼セット・・・・￥880（１日５食限定）

シフォンケーキセット・・・・・・・・・￥5８0 　

Birthday Cake♪・・・・・・・・・・・￥2500～

　デコレーションやご予算等はぜひご相談
　ください。
　※1週間以上前のご予約をお願い致します。

おいしそうだニャン

住宅街にあるアットホームなカフェ！ ちょっと路地を入ると素敵なカフェ！
産みたて新鮮なたまごと白ごま

油を使用しているシフォンケー

キはテイクアウトも出来。予約を

すればバースディケーキ等もお

願いできます。ランチは週替わ

りのヘルシー丼セットやオープ

ンサンドセットなどがあります。

店内に入ると素敵な空間が広がっています。

席数は10数席くらいでランチは２種類から選

ぶことができます。自家栽培されている無農薬

野菜を中心に、具材から味付けまでバランス

のとれた料理で、プレートランチがオススメで

す。店内の雰囲気もとてもよく、雑貨などディ

スプレーが素敵でおしゃれなカフェです。

②排水溝にはアルミホイル
排水溝のヌメヌメ掃除は考えただけで
食欲が減るほど嫌な作業ですよね。
小さく丸めたアルミホイルを2～3個
排水溝に入れておくと、金属イオンが
発生して雑菌
の繁殖を防ぎ
ヌメリや嫌な臭
いを防いでくれ
ます。

③タイルの目地汚れには消しゴム
キッチン床のビニールシートは汚れを落とし
やすく作られています。でも目地にたまった
汚れはなかなか取れませんよね。
そんな目地汚れには、消しゴムをあててゴシ
ゴシこすってみてくだ
さい。鉛筆を消すよう
にポロポロとカスが
落ちて、目地の汚れが
キレイに取れます。

①シンクまわりはティーバッグで
シンクや排水溝まわりのヌメヌメはどうやって掃除していますか？スポンジで拭く
と、ヌメリやアカがスポンジについて二度と使いたくなくなる悲惨な状態を覚悟しな
ければなりません。
そこで使い終わったティーバッグが活
躍します。紅茶に含まれるタンニンが
シンクのヌメリやアカを取り除いてく
れて、キレイなシンクまわりが復活し
ます。汚れたティーバッグはそのまま
捨ててしまえばいいので、スポンジを
犠牲にする必要もなくなり一石二鳥。

くるみ歯科・小児歯科　完成院内紹介マヤマの安心
リフォーム SPECIAL

選ばれる歯科医院になるために歯科・小児歯科医院

KURUMI DENTAL OFFICE
くるみ歯科・小児歯科
TEL:049-249-7727

〒350-1156 埼玉県川越市中福394-1　　
www.kurumi-dental-office.com

昨年より建設をしてきました「くるみ歯科・小児歯科」様が完成いたしました。院長先生の細田

様のイメージや要望にお応えできるようにひとつひとつ確認して工事を進めて参りました。

外壁にはレッドシダーを使用し全体にウッディ感を出し、素材の良さを最大限生かせるように

しました。建物の半分を大きなガラスで開放感のある仕上がりとなりました。院内は白を基調

とし木の温もりを感じるようなデザインになっています。

当院は、『選ばれる歯科医院』を基本理念にしております。数ある歯科医院の中から、みなさまに

選んで頂けるよう、日々、成長していきたいと考えております。どうぞよろしくお願い致します。

この度、歯科医院建設にあたり、㈱マヤマさんへ建設の依頼を致しました。

㈱マヤマのスタッフさんのきめ細かな対応に大変満足しています。それと、私の要望に

100％答えて頂き、私の生まれ育った福原地区で理想の歯科クリニックを開院することがで

きました。

㈱マヤマの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

夜遅くまでの診察
仕事が終わってから、お子さんの塾や部活や習い事が終わってからでも診察が受けられます。

半個室の診療室
完全な個室は、閉鎖的になり、不安を感じられる方もおります。半個室にすることで、閉鎖的な

空間ではなく、プライバシーを保てる設計にしております。院内施設ご案内

ファミリールーム
お子様が怖がらないよう、なるべく機械類が目
に入らない部屋にしました。診療スペースは、
一般的な広さの1.5倍にし、緊張を与えない空
間にしています。広いスペースのため、車イス、
ベビーカーのまま診療室に入る事ができます。

キッズルーム
お子さまに、楽しく通院して頂けるよう絵本や
おもちゃを豊富に取り揃えております。お子さ
まの様子は、安心カメラ（院内ネットカメラ）で
目が届くので、親御さまも安心してご来院いた
だけます。

ベビールーム
授乳やオムツの交換ができる部屋を設けまし
た。ベビールームには、オムツ、着替えをご用
意しております。お役に立てれば幸いです。

パウダールーム
トイレとは、別にパウダーコーナーがありま
す。お子様用に、一段低い洗面台を設けまし
た。歯磨きや、お化粧直しにお使い下さい。

診療時間／月・火・木・金・土
　　　　　10：00～14：00　16：00～21：00
休診日／水曜日・日曜日・祝日
※土曜日も21：00まで診療しております。

※福原小学校から所沢方面200ｍ先
川越
所沢
線

エースコック

福原小学校

交番

きれいだニャー

意外な“アレ”がキッチン掃除に使える！
簡単にキッチンをピカピカにする裏技の紹介
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豆知識豆知識

お客様の声
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