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火のある暮らしを楽しむ、ベストハウス流！
アウトドアライフのすすめ

伐ったり、割ったり・・・

my道具を持って出掛けよう！豪快にチェーンソーで薪を
伐ったり、親子で薪割り♪うまく割れたら、「お母さんかっ
こいー！」なんて、ほめられるかも。お子様には小さな薪
がおすすめです。

燃やしたり

丸太に切れ目を入れて、油を染
み込ませたおが粉を詰めると丸
太コンロの完成！本当にお料理
に使えるんです。

食べたり♪

楽しみは、何と言っても外での食
事！火を使って焼いた料理は、
スペシャルな美味しさ！

「キャンピングカーと暮らす家」のご提案！
アウトドアライフを家づくりで
応援！家族やペットと旅行、
夫婦で日本一周、災害時に
はシェルターハウスに、小さ
な家のセカンドリビングに・・。
そんなキャンピングカーと実
際に暮らしている、アウトドア
を楽しんでいるスタッフだから
こそできる住まいづくり。詳し
くはお問い合わせください。

ベストハウスの新ア
イテ ム！ 乗 用車 の
上に取り付ける木
製テント台。一人な
ら広々寝られる！
販売中！詳細はお
問い合わせください。

スタッフ吉本より
主催のマリナRV寺島さんの挨拶。「今年で８回目、何度か辞めようかと思ったけど、続けることでメ
ディアにも取り上げられるイベントに成長しました。わが社にとってはライバル店ばかりが並ぶイベ
ントですが、キャンピングカーを楽しむライフスタイルを広め！業界全体で盛り上げていきましょ
う！」そんな挨拶を聞いて、応援したくなりました。
そういえば昔、オーストラリアで3か月間キャンプ場を渡り歩いた時。キャンパ―の中には気に入っ
た土地に１年以上滞在し、子どもはその土地の学校へキャンプ場から通い、そこの生活に飽きたら、
次の土地に・・・そんな土地に縛られない生き方を見た。土地とローンに縛られない生き方もイイね。
目線を変え、ライフスタイル・暮らしを楽しもう♪

ずっと、
わくわく、

Lifestyle
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ベストハウスのスタッフがやっている、こんな暮らし方！
BIWAKOアウトドアフェスタ2015
に出店しました
5月30-31日に、琵琶湖マイアミ浜で行われたびわこアウトドア
フェスタ2015に出店しました。たくさんの方にベストハウスの
ブースにお越しいただき、ありがとうございました。 2日間とも天
候に恵まれ、スタップも楽しめました。

伊藤矢守司社長

山本好工事部長

5月30日と31日琵琶湖マイアミ浜でア
ウトドアフェスタに出店しました。火お
こし体験やコースター作りで当社ブー
スは大賑わいでした。スタッフ全員く
たくたでしたが多くの方に喜んで頂き
ました。ありがとうございました。

BIWAKOアウトドアフェスタにベストハウ
スのイベントとして出店してきました。ど
んなんやったかは他のスタッフに任せ
といて(任せとくんかいっ！) 30日の夜
はイベントに便乗して友達を呼んで
キャンプしました。ここ数年キャンプに
凝っていて色々な所へ行くのですが、
何を隠そうびわ湖でのキャンプは初め
てでした f(^^; 近江牛のすき焼き 捕れ
たてイカの刺身や網焼き 夜の1時過ぎ
まで呑んで食べて大騒ぎ。2日目しんど
かったぁ～(>_<) 来場された皆さんあり
がとうございました。

吉本智営業主任
皆さんは「催眠」にかかったことありま
す？先日参加したアウトドアフェス。夜
のイベントの部で開催された、関西睡
眠研究所主催「超能力と催眠」に参加
してきました。結果、催眠に掛かりまし
た。しっかりと掛かりましたです。ハイ。
酔っ払いは、かからないって事前に言
われていたのですが（笑）（催眠の前、
懇親会で生ビール４杯！）以前、Oリン
グ検査ってのもやってみて、少し実感
できたのですが、今回の催眠はホンマ
に「あれれ！動かない！」という感じに
なったわけで。先生曰く「１０人に６人
はかかり、そのうち、２人ほどはかなり
深くかかります」とのこと。この３０人の
中で確かにかかりやすい人がいて、違
う人に催眠掛けているのにも関わらず、
勝手にかかっていたりしてるんです。
いやぁ、いい体験ができました。

夏が近づき、朝晩はたいへん目覚め
やすい気候になりましたね～。最近は
ベストハウスとしては珍しく店舗工事が
2軒続きました。1軒目は京都の河原町
三条下がる「果実氷屋 ruban de frufts
an café」TV取材(お●よう朝日)も来て、
大変忙しくされてました 。これからの
シーズンは楽しみですね。2軒目は、野
洲総合体育館前の美容室「ellf」(エル
フ)さんです。オーナーのカズさんの想
いと、ベストハウスらしさがぴったりハ
マり、ステキな雰囲気のあるお店に仕
上がりました。皆様に長く親しんでもら
えるように、親子でも行きやすいよう、
特に子供料金がリーズナブルな設定
にされてます。では、夏に向かってバテ
ない様に水分とって出発進行～。

山本正直メンテリーダー
今 自 宅 の お 風 呂 で 岩 盤 陶板 活 性 エ
ネルギーセラミック入浴し 、マイナス
イオン 空気が変わ り 、家族 い い汗を
たっぷり。自宅で温泉気分。体がポカ
ポカ。天然のパワー。家族・犬さくら、
健康な身体つくりしています♡

しまりん
『イナズマロックフェス』初参加！
昨年辺りからハマっているキュウソネコカ
ミ。今年のイナズマロックに出ると知り、早
速チケット購入!!スグ近くのイベントなのに、
行くのは初めて。今からわくわくしています。
楽しんで来ます。おふろ～～～♪草津出
身の子がいるウルトラタワーも来てくれな
いかな～。

催眠術に掛かる図！

齋藤知浩

かおるん
新しい家族になったねこちゃんに
毎日癒されています。家の畳が、
襖が、柱が、壁が．．．傷だらけに
なってしまうのが困り者のねこちゃ
んですが、今のところ珪藻土の塗
り壁は興味がないようで無事です。
珪藻土塗り壁．． いた ずらねこちゃ
んには有効かもしれません。リノ
ベーションの時には頭の片隅に．．
(^-^)v
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住まいコラム

最高5万円の補助が付きます！
薪ストーブ・ペレットストーブ・ボイラー助成

滋賀県では、今年度、薪ストーブ・ペレットストーブ・
木質ボイラーの設置費用の一部、１台につき最高５
万円が助成されることが決定しました。対象となる
燃焼機器は次のとおり。ただし、新たに設置するも
ので、かつ未使用品（中古品は対象外）となります。
★薪ストーブ
★ペレットストーブ
★木質バイオマスボイラー

【薪ストーブ】
ヨツールF400・F3

02 :

住まいコラム

【ペレットストーブ】
さいかい産業RS-4

【木質バイオマス給湯器】
※薪を燃料にします

古民家再生のお悩み相談

■大きな住まいの場合
本当に将来に渡って維持管理ができるのか？日常
の掃除なんかも大変そう・・・
■ぶっちゃけ、いくら費用がかかるの？
新築する場合とどれだけ違いがあるのだろう。
■快適性はどうなんだろう？
夏はいいけど冬はスゴく寒そう。光熱費も掛かりそう。
■何年くらい持つものなの？
大きなお金を掛けるんだから、終の棲家になるのか
な？地震とか災害にはどうなの？

03 :

◎まとめ
薪ストーブは、経験がある、できたらスタッフたちも
使っている工務店や、プロショップによーく相談して
から設置しましよう。

かかりつけのお医者さんのように…

古民家の再生で、気になる事って何でしょう？

住まいコラム

助成額は１台につき 最高５万円で、期間は 平成
28年2月29日（月曜日）まで。
薪スト ーブに 関しては 、プロの方 に よーーくレク
チャーを受けてから、導入するか？見送るのか？
考えて頂きたいものです。特に、薪の確保問題と煙
突・煙の問題です。憧れて設置したのはいいけど、
薪が手に入らない、または高いから使っていない
【薪が高いということでは無く、やり方・考え方の問
題だったりします】。煙の問題でご近所に迷惑をか
けて、関係性が悪くなった。などなど、色々な事例を
私たちも見聞きしました。その点 ペレットストーブ
はかなりお手軽に導入できるので、心配な方には
おススメです。

5月なのに雪で雨漏り？

メンテナンス事例

「雪が屋根から落ちて、テラスを直撃！雨漏りしてい
るから見に来て～」もちろん、暖かい5月に起きた事
件ではありません。2月に屋根から雪が落ちてテラ
スに当たり、屋根が歪み雨漏りが発生したようです。
少し時間が経っていますが、火災保険でカバーでき
ると判断し、保険屋さんに事前調査に来てもらいま
した。「20万円以上の工事なら保証できる」とのこと。

こんな疑問をお持ちの方が大半。古いものを残すこと
は大切。わかっちゃいるけど、新しくしたほうが安心
安全、そして快適に過ごせるんじゃないか・・・。皆さん
同じ思いから古民家の再生はスタートされますね。新
築か、古民家再生か、リノベか？どれも正解で、イイ
悪いはありません。考えて考えてそして選んだ道が、
正解なのです。古民家再生は そうやって時間を掛け、
ユックリと作っていくモノなんですよね。
流行やイメージ・憧れ・・・ではなく生活者の視点が大
切です。私達は そんなみなさんをサポートしながら
かかりつけのお医者さんのように 患者さん（お施主
さま）に寄り添って行こうと思います。

テラスの修理だけでは20万円
もかかりませんが、入念に大
屋根の樋（とい）を見てみると、
歪み発見。雪の重みで、樋ま
で傷めていました。樋も交換す
ると20万円以上かかりそう。ホ
ントは喜んではイケません
が・・・。
メンテの際には、①保険の適
用を調べる、＋②ほかの場所
も入念にチェック！ですね。

ベストハウス作品集
●●●●●●
野洲市 ellf hair様

野洲市にオープンした美容室エル
フヘアー様。内装の塗り壁（珪藻
土）は、家族と仲間たちでセルフ
ビルド！店名の由来は、ドイツ語
で数字の「11」。オーナー様の野
洲高校サッカー部時代の背番号
「 11 」 、そし て誕 生 月 も 11 月 で、
ラッキーナンバーなんだそうです。
私達ベストハウスは、単に「お店」
を作るのではありません。お手伝
いしたお店には、行列ができるお
店になっていただき、そしてオー
ナーやご家族が幸せになってもら
いたい。そんな気持ちで施工し、
工事が終わった後も一緒に歩ん
で行くつもりです。お近くの方は、
ぜひご利用くださいね。

年輪が見えるカウンター

みんなで壁塗り！

information
6月14日（日）
10時00分～11時30分

★お申し込みは☎ 0120-6955-81 またはメール 6955＠besthouse.cc から！
環境とお財布にやさしい
シロアリ対策ってあるの？

近江商人の古民家で

しろあり対策セミナー
シロアリの生態を知り、薬剤の大量散布に頼らない
シロアリ対策の方法を勉強します。化学物質を使わ
ず、費用のかからない方法を伝授！
◆会場：滋賀県蒲生郡日野町仁本木614
◆講師：水谷隆明さん
◆参加費： 1組500円

住まい計画サロン
毎週土日開催中！

6月17日（水）
10時00分～12時00分

開催7年目！
作る過程も楽しむ、
自分で考える住まいづくり！

マイホーム取得セミナー
～住まいのお金、エネルギーから素材まで～
セルフビルドや、薪ストーブ利用のポイント、お金の計画な
ど、自分で作る住まい計画に役立つ情報いっぱい！
◆会場：リビングカルチャー倶楽部（エルティ932・3階）
◆講師：ベストハウス 吉本智 ほか
◆定員：10名
◆託児サービスあります（要予約）

住まいのあれこれ、気軽に相談してみませんか？ベストハウスが施工したカフェで開催中！
◆毎週土日 ◆時間：約2時間 ◆完全予約制 ◆1日2組限定 ◆料金：お飲物代のみ

新築・自然素材リフォーム・薪ストーブ・ペレットストーブ・古民家再生・土地選び
〒520-3016 滋賀県栗東市小野1007-3

☎ 0120-6955-81 / 077-552-6955
Fax:077-552-6775 Mail:6955＠besthouse.cc
URL:http://besthouse.cc/

公式facebookページ
「株式会社ベストハウス」
ベストハウス 滋賀

検索

