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住宅の新築・リフォームならアドバンス

みなさん、こんにちは。アドバンス
の山本です。今号がみなさんのお
お手元に届くころには、少しは涼しく
なっているでしょうか？今年はお盆
を過ぎたころから、悪天候の日が多
く、湿度も高く梅雨のような日が続
きましたね。うだるような暑さから、一転気温は高く
ないですが蒸し暑い日が多かったような気がしま
す。
体調管理には引き続きお気をつけくださいね。

アドバンス

●

芦屋本店：芦屋市上宮川町３－４

●

福島店

：大阪市福島区福島１-２－１５

芦屋が本店、福島と堂島にもお店がある無添加にこ
だわる食パン専門店です。
一口噛むとサクッとした心地よい食感でまた一口ま
た一口と食べたくなる食パンです。
材料にチーズが入っているのでそのままでも濃厚な味
ですが、バターをたっぷりと塗って食べるとまるでチー
ズケーキ風味になり、更に美味しくいただけます。
しっかりとしたコンセプトを持ち丁寧に作られた食パ
ン。食べると気持ちまでしゃんとする、そんな食パン
です。
ちなみに私は、福島店で購入しました。

●

堂島店

：大阪市北区４曽根崎新地
１丁目堂島地下街３号
ﾄｰｼﾞﾏ地下ｾﾝﾀｰ内

ヤマログ評点 3.65顔

今回は、芦屋 福島 堂島にある「明日の食パン」
というお店をご紹介します。

【明日の食パン】

LIXILリフォームショップ・LIXIL不動産ショップ

アドバンス

〒665-0832

フリーダイヤル

0120-711-230

宝塚市向月町2-25
アドバンス社屋

http://advance-2.com/

info@advance-1.com

●営業時間：８：００～１８：００
●定休日 ： 祝日
※配信の停止をご希望される場合は、お手
数ですが、弊社までご連絡ください

(株）アドバンス
代表取締役社長

山本好英

お客様が本当に満足していただける 住宅建築
やリフォーム工事を提供したいという熱い思いを
持って日夜勤務に励んでいる。
仕事とは、お客様が感動していただく為に会
社・スタッフ・取引先が、知恵を絞りチャレンジし
続けること。その結果、自分達が感動に包まれる
ことである。

１ 月 仕事や人間関係に疲れを感じたら休日に ７ 月 気力体力ともに高まる模様。少しハードルを
生まれ

はお墓参りや神社仏閣などに出掛け「感
謝とご挨拶」で気を整えて。

生まれ

上げて吉。お稽古事や趣味が縁で交流も広
がりそう。

２ 月 仕事や人間関係に疲れを感じたら休日に ８ 月 何気ない一言に傷つくことも…そんな時には
生まれ

はお墓参りや神社仏閣などに出掛け「感
謝とご挨拶」で気を整えて。

生まれ

呼吸が大事。リズムを意識したり深呼吸する
ことでストレス半減。

３ 月 精神面の向上期。レベルアップが期待で ９ 月 お金をかけなくても散歩やサイクリングでリフ
生まれ

きそう。「本当の望みは何でしょう？」自分
自身に問いかけて。

生まれ

レッシュできる模様。新しいお店を見つけたり
掘り出しモノに出会えそう。

４ 月 少 し 意 識 す る だ け で 生 活 に 変 化 あ り。 10 月 信念があれば他人と違っていても問題ありま
生まれ

ちょっとした楽しみや積み重ねた努力が実
を結び開運に繋がります。

生まれ

せん。人は人。周りと比べず自分の個性を生
かしましょう。

５ 月 多角的な知識を得る時。仲間といい意味 11 月 難しく考えないことが大事。シンプルになって
生まれ

で競い合うことで集中力も高まり予想以
上の結果が出そう。

生まれ

６ 月 金運はまずまずの運気ですが、勢いで買 12 月
生まれ

うとすぐに飽きてしまいそう。長く使えるも
のをじっくり吟味して。

生まれ

迷いを吹っ切れば新たな気持ちで未来に展
開できます。

曖昧な表現や優柔不断は誤解やトラブルの元に
なりそう。恐れずYES、NOはハッキリ伝えましょう。

お昼寝で美肌をチャージ
秋は夏の疲れもあり、お昼もウトウトと眠くなりますよね。実
は秋だけでなく普段からお昼寝を取り入れると、たくさんのメ
リットがあるのです。
【お昼寝で美肌度UP！】
「お昼寝をすると、なんだかお肌がキレイになったような気が
する」こんな経験、ありませんか？実はお昼寝がもたらす美肌
効果には、れっきとした根拠があったのです。
寝ている間に成長ホルモンが分泌されるという話は、聞いたこ が……なんてことも。そんなときは、思い切って少しだけ寝て
とがありますよね。実は成長ホルモンが分泌されると、コラー しまいましょう。短時間でもお昼寝をすることで、効率的に疲
ゲンも生成されるのです。
コラーゲンといえば、ハリやツヤなどまさに美肌の元。お昼寝
をすることでコラーゲンが生成され、起きたあとはぷるん！と輝
くツヤ肌になるのです。さらに、短時間の睡眠で顔のくすみも
取れるので、自然な顔色UP効果につながります。お昼寝はま
さに「美肌をチャージ」しているということですね。

労回復できます。
●ストレス解消効果
考えごとばかりしてストレスが溜まっていると、脳の神経は疲れ
切って判断力も鈍くなってしまいます。思い切ってお昼寝をす
ることで、起きたあとは頭の中がスッキリしているかもしれませ

【お昼寝には他にもこんな効果が！】

ん。

●疲労回復効果
午前中に家事やデスクワークを頑張ると、昼食後に睡魔

お昼寝は、あくまでも短時間がおすすめ。長時間のお昼寝は
熟睡につながり目覚めにくくなってしまうので、５～２０分程度

新米でおにぎりを作ろう

飯

そろそろ新米が店頭に並ぶ時期ですね。今年の新米を使っ
て、親子で
おにぎり作りをしませんか？ シンプルな料理ですが、工夫
次第でより
美味しくなります。
＜炊き方＞
●米をとぐ水は軟水がおすすめです。最初と最後だけで
もお試しください。
●最初のとぎ汁はさっと捨て、２回目からは指を立てて優し
く洗います。
●水分が多い新米は少なめの水を入れ、浸水させます。
９０分から２時間ほどしてから炊きます。
●炊き上がったらすぐに底から大きくふっくらと混ぜ、フタを
して１５分ほど蒸らしましょう。
＜保存方法＞
密封容器で保存し、冷蔵庫に入れるのがベストです。美
味しさをキープしてくれます。
米は精米すると鮮度が落ちてしまいます。食べられる分ず
つ精米しましょう。また、土鍋で炊くと一味違う味わいにな
り、おすすめです。

【おすすめのおにぎり】
●しらすおにぎり
離乳食にも活躍するしらすは、チーズ、醤油、おかかなど、
色んな食材と相性が良いです。大人から子供まで、おす
すめの具材です。
●焼きおにぎり
おにぎりを握り、ハケで醤油を塗ってから、グリルやトース
ターでこんがりと焼きます。甘めの醤油がお好みの方は、
砂糖を入れて下さい。
親子で楽しみながら、食育の一貫として、一緒におにぎり
をにぎってみましょう。

～鍵のかけ忘れ防止アイテム～
毎日開け締めしている鍵。習慣になっているからこ

◆施錠・解錠の状態がひと目でわかる！

そ、家から出た後に「もしかして掛け忘れたかも…」

美和ロック㈱の『ＣｈｅｃＫＥＹ』は、現在使用している

とモヤモヤしてしまうことはありませんか？ 確かめたく

鍵に取り付けるだけのアイテムです。鍵を施錠・解錠

てもすぐに帰れない状況だと一日中不安が続きます

操作することにより、持ち手部分に取り付けたＣｈｅｃＫ

よね。今回はそんな不安を解消する、一般的な住宅

ＥＹの表示窓の色が切り替わるので、手元にある鍵を

の鍵用の便利なアイテムをご紹介します。

チェックするだけで、施錠状態を確認することが出来
ます。

◆メロディで鍵の施錠・解錠をお知らせ
㈱アイアイの『かけたよチャイム』は、扉の内側にあ
るサムターンとその上部に設置するタイプのアイテム
です。取り付けは両面テープで貼り付けるだけなの
でとても簡単。鍵の施錠・解錠時にそれぞれメロディ
が流れ、施錠しなければ１７秒間メロディが流れ続け
るので、鍵の掛け忘れを防止することが出来ます。

手軽に鍵の掛け忘れ防止が出来る、便利で安心な
アイテム。ぜひ取り付けて、施錠確認の習慣を付け
防犯に、また掛け忘れによる不安から開放されません
か。

～使う頻度を考える～
1．収納はよく使う物を収める事
身の回りには沢山の物があります。それぞれの使う
頻度を考えたことがありますか？ 使う頻度によって
収納する位置を見直すと、取り出しやすく戻しやすく
なります。全然使わない物を一生懸命収納して、
本当によく使う物があふれ出ていませんか？
本来、収納はよく使う物を収める事です。

３．収納する位置を見直す
収納位置を見直すだけで、使う頻度が上がるとき
もあります。使いたい物は、手が届きやすい取り出
しやすい所に、収めてみてください。例えば、出しづ
らい位置にあるホットプレートの収納位置を見直す
と、使う頻度が上がるのではないでしょうか。使い
たい物こそ、すぐに取り出せて、片づけられる工夫を
してみてください。

物と向き合い、よく使っているのか見直してみましょ
う。
２．同じような物は比べてみる
同じ様なアイテムでも、使う頻度は異なります。
例えば文房具の中でも、よく使うペンもあれば、ほ
とんど使わないペンもあります。一度、ペン立ての
ペンを全部取り出して、使う頻度ごとに分けてみてく
ださい。そして、本当によく使う物はどれなのかを
考え、使わないペンはペン立てから移動させると、
取り出しやすくなります。

ちょこっと

野外料理をおしゃれに
お月見の夜は特別。ご家族で、お友達
と、ゆったりした時間が持てたら楽しいです
ね。テーブルの上も少しオシャレをしてみま
しょう。
●すすきをテーブルに
いつもの食事風景に、すすきを飾るだけで
もお月見気分に浸れます。お月見は和
風、と決めてしまわず、ガラスの花瓶に入
れてもよく似合います。小さめの花瓶に入
れてテーブルの中央へ。はらんやモンステ
ラなど、グリーンの葉を一緒に入れるとオ
シャレになります。
●丸いキャンドルがおすすめ
クリーム色の丸いボールキャンドルをお皿に
のせて置いてみましょう。底の部分が平らに

なっているので自立します。火をつけると
ボーっと光が浮かび
上がって素敵です。
●お茶でお月見
庭やベランダに小さなテーブルを
出して、和菓子とお茶でお月見は
いかがですか？ お
茶用の小さな
折敷の上に銘々皿と
お湯飲みをの
せて、外でお月見。
楽しい夜をお
過ごしください。

アドバンスの「ちょっとした話」をご愛読の皆様！！
平素は格別のご厚情にあずかり心より御礼申し上げます
落ち着いたと思われた特殊詐欺が巧妙化して再び増加傾向と
聞きます
私は仕事柄、訪問して調査を行う機会が多いのですが、やは
り単世帯が増えてるように思います。
この度は、身近な「留守電話」を利用した特殊詐欺対策のご
紹介です。

それでは「留守電話」を利用した回避機能を紹介いたします
電話機内蔵タイプ
・「迷惑防止」を設定すると着信音がなる前に機械で相手に用
意されたメッセージが流れて、また電話に出ると通話を自動録
音します
アダプタ タイプ
・モジュラージャックに専用機械を挟み録音をします
FAXタイプ
・電話番号を機械内の電話帳にメモリがないと着信拒否を行
い、15分遡り録音可能です（メー
カーによる）
上記の留守電話型ですと設置が
楽で、大型量販では（参考）1万
円から2万円で対策可能です

まずは高齢者を狙った詐欺の被害を未然に防ぐためのポイン
トや、最新の手口等をご紹介します。
突然の不審な電話にも慌てず対処できるようにあらかじめ家族
と「約束や合言葉」をきめましょう
「次 に 行 く 旅 行 先」「大 好 物」「お 金 の 話 は 電 話 で し な
い」。。。など家族にしかわからないキーワードを決めれば
被害に遭われてしまうと人生100
他人からの電話だと瞬時に気付ますよね。。。
歳時代の計画が大きく変わってし
また参考までに政府広告もごらんください！！
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/korei_syohisya2017/
まう事もあるので、この機会にい
※こちらのサイトでは実際の詐欺でかかってきた音声が聞けますよ（驚）。
かがでしょうか？

LIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟアドバンス

店長

篠崎

雄太

宝塚市内を中心にLIXILリフォームショップ アドバンスは 地域リフォームNO,1 を目指し日々活動して
おります。
飲食業から住宅業界へ転身し22年間、お客様に喜んでいただける仕事を今日まで心掛けてきました。
当ショップの強みは、施工もちろん土地・建物探しまで、当社で一括して住まいのサポートが可能な事
です
真心込めて、お客様の豊かで快適な住まいを、リフォームを通じサポートさせて頂きますので
「お住まいの事ならアドバンスに！」お気軽にご相談下さい。

売買からリフォームまでトータルにサポートします。
全国区ネットワークだから遠隔地の物件も対応可能です
世界のERAだから海外物件も大丈夫です
地域密着だからこの町のことなら任せて安心
誠実営業で顧客満足度NO.1を目指します

すべて

アドバンス

★アドバンスはLIXIL不動産ショップに加盟しました！
リフォームでも不動産でもアドバンスにお任せください！！

