
７月６・７日、ジョイナス新宮～南欧の丘～の街びらきを行いました。多数のご来場、誠にありがとうございました。

7月に販売開始したジョイナス新宮
南欧の丘の街びらきを行いました。

ときおり雨が降り出すこともありました
が、予想を上回る多くの方にご来場い
ただきました。

弊社で卵から育てたカブトムシや、ガ
スｃａｒ特製のクロワッサンなどのプレ
ゼントはお子さんに大人気で、とても

これから南欧をイメージした４つのテ
イストの住まいが織りなす美しい街
作りが本格的に始まります。

にぎやかな街びらきとなりました。

名前 名前

部署 部署

８月から９月の主なスケジュール 今号のＢｒｉｄｇｅ

九州八重洲では、博多駅東２丁目で貸会議室・貸ホールの貸出をしている事を

ご存知でしたか？

博多駅から徒歩５分程度のとても便利な場所にあります。開放感のある会場は、

とても気持ちが良いと、お客さまから大変ご好評をいただいております。

最近は、個人の方が主催するスクールなどでのご利用も増えてきています。

ご見学や仮予約も随時受け付けております。

ぜひ、八重洲博多ビル 貸会議室・貸ホールをご利用下さい！

【　リフォーム提案企画　】

【　お庭でアウトドアのすすめ　】

お問い合わせはこちら 【　Let's Go  ブリッジ隊　】

九州八重洲株式会社
平成25年７月 〒812-0007　　福岡市博多区東比恵１丁目５番５号

で、お客さまとの懸け橋であるBridgeを一新させることになりました。
住宅のことはもちろん、『暮らす』ことを皆さんと一緒に考えられるような誌面を目指してまいりますので、今後とも
“Ｂｒｉｄｇｅ”をよろしくお願いいたします。

真夏の日差しがぎらぎらと照りつける日が続いております。どうかお体にはお気をつけて、楽しい夏の思い出を
お作り下さい。

リニューアルをしたＢｒｉｄｇｅ、皆さん、いかがでしたでしょうか？
長年「八重洲の家」に住んでいただいている方や、お引っ越しをされたばかりの方、はたまたマイホームの購入を
ご検討中の方。。。すべての方に、九州八重洲のことを身近に感じていただきたいという想いで、記念すべき30号

８月中旬 ジョイナス新宮 南欧の丘　２棟　　上棟式

　あ　と　が　き ジョイナス大野城山田２丁目　　　上棟式

８月下旬 注文住宅　春日市須玖南　　上棟式

９月上旬 ジョイナス大野城山田２丁目　　　上棟式

ジョイナス住吉５丁目　　　上棟式

上棟式（もちまき）や構造見学会を随時行いますので、お気軽
にご参加ください。詳細はホームページにてご紹介します。

お得な商品をご紹介します。

８月上旬 ジョイナス新宮 南欧の丘　２棟　　上棟式

いつもの感謝の気持ちを込めて、敬老の日にプチリフォ

ームをプレゼントしませんか？

手軽で簡単、だけど、夏を楽しむにはピッタリ！の、お

庭アウトドア。アウトドア歴15年の社員がお庭でのアウ

ドアの楽しみ方を伝授します。

ブリッジ隊が家創りに関わるいろいろな体験をレポート

します。初回は私達のショールームのご案内です。

ひ、 重洲博多 貸会議室 貸ホ を 利用下さ

TEL 092-472-2888　FAX 092-472-5569■ 発行　九州八重洲株式会社　　　〒812-0007　福岡市博多区東比恵１丁目５番５号　TEL092-472-2888　FAX092-472-5569



こんにちは、総務部の竹本です。根っからのアウトドア派です！

お手軽にお庭でアウトドア気分を味わってみるのもお勧めです。

お庭アウトドアの定番といったら、やっぱり「ＢＢＱ」ですよね！我が家のＢＢＱをご紹介します。

来月9月16日は敬老の日です。　おじいちゃん・おばあちゃんにリフォームをプレゼントしませんか？大がか
りな工事でなくても、ご高齢の方の暮らしを安全快適にする方法はたくさんあります。ぜひご参考ください。 1．BBQﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁｾｯﾄ ２．タープ ３．キッチンセット ４．ＢＢＱコンロ

私が用意するのは

この４つの道具です。

　その１）　はんごうでご飯を炊こう！

c c c c 

収納できます。

道具はそれぞ

れコンパクトに

c c c c cお 庭 ア ウ ト ド ア の す す め

手すり 転倒防止に安心です。日頃の行動に合わせた場所に設置することがポイントです。

【ＬＩＸＩＬ】 【ＬＩＸＩＬ】

壁付け手すり 後付け棚手すり Ｂ Ｂ Ｑ の ポ イ ン ト

お す す め グ ッ ズ

おじいちゃん・おばあちゃん大好き♪
―日頃の感謝をこめて、安心リフォームをプレゼントしよう―

⇒ ⇒ お焦げが最高！！ 広げるとこんな感じになります！

　その２）　手軽な食材を使おう！ その４）　さぁ、焼きます！ その５）食後のデザートも！

　その３）　火おこし

この他にも家の中の段差を解消する工事もご年配のお宅にはおすすめです。
躓いて転び、骨折。。。などの家庭内事故を防ぐためにもぜひ段差解消のリフォームもご検討ください。
バリアフリー工事では、介護保険の補助金制度対象となるものもあります。詳しくは担当者までご連絡下さい。

最後の注意点を・・・『炭の燃えカスはきちんと消火する』 消火ができて

 いるかを確認してくださいね。

 楽しいお庭アウトドアタイムをお過ごしください！

みんなでお外で食べ

るといつもよりおいし

く感じますね！

いかがでしたか？ この後は片付けですが、この５点セットは片付け

 がしやすいので、30分程度で片付けも終了です。

廊下の連続手すりや階段の ペーパーのカットや交換が片

手すりに最適です。 手で出来ます

内窓 断熱効果をあげ、室内を快適にします。冷暖房を我慢しがちなご年配の方にお勧めです。

市販の炭は大きいものが

たくさん！ナタで小さくし
まます。

今回はトウモロコシです。

小学生の娘でも簡単に

調理出来ました。

【ＬＩＸＩＬ】

イン-プラス 　ウッド　/　イン-プラス

カラーバリエーションが豊富でお部屋

のインテリアにも調和します。

炙 っ た マ

シ ュ マ ロ は

トロ～リ！

社のみでした。

第３回優良事業表彰を受賞いたしました

一般社団法人全国住宅産業協会が行っている、第３
回 優良事業表彰の不動産関連事業部門で、「ジョイ
ナス高宮」が受賞いたしました。

６月には東京のホテルニ

全部で５部門あり、全国

で11プロジェクトが受賞

し、九州からの受賞は弊

第1回は、私たちの自慢、当社 ショールームをご紹介します！！

九州八重洲自慢のショールームを

ブリッジ隊 桑原がご紹介します！！

こちらは九州八重洲建物仕様「５color select」です

つづいてキッチンです！

私が注目したのがレンジフード！

レンジのお手入れがとても簡単にできます。

数多くの種類から仕様を選ぶ

のはとても楽しいですが、悩

んでしまいますよね。

そこで、弊社では５つのイメー

も皆さまに喜んでいただ

ける、街づくり住まいづく

この受賞を励みに、今後

～家を借りて家を学ぶ～

」というコンセプトと、計

画困難な土地の有効活

用が評価されての受賞

です。

ューオータニにて盛大な

表彰式も行われました。

ジョイナス高宮の「将来

設計に役立つ戸建賃貸

木がふんだんに使われたショールー

ムでは、床材、ドア、キッチン、洗面

台などを実際にご覧いただけます。

ちなみに、わたくし桑原のお気に入りは

真っ白なドアが印象的な「かおり～落ち

着きが香り立つようなイメージ～」です！

ドアを開けると各イメージのプランボードをご覧

いただけます。

ドア・クロス・床材をトータルでコーディネートして

いるため、とてもオシャレです。

レンジフードは、汚れが付きやすくお手入れ

するのが大変ですが、私でも簡単にレンジ

フードを外すことができました！

（伝わりましたでしょうか・・・・）

奥さまの強い味方ですね！！

そ で、弊社では のイ

ジに合わせた仕様をご提案し

ております。

りを行ってまいります。
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