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会社の植栽に咲いている「ジューンベリー」
今年もたくさんの実がなりました♡
収穫しておやつにぱくり。甘酸っぱ～くて
美味しかったです♪ 小鳥たちにも大人気
なようで…木のまわりが食事処になっていま
した( ﾟДﾟ)

ヒノケンスケジュール

すてきなお庭をご紹介♡

休業日 休業日

あっという間に梅雨が明けて、夏がやってきましたね！
短すぎる梅雨でびっくりです…。毎日毎日暑くてバテてしまいそう
(-_-;)な天気が続いていますが、みなさんいつも以上に水分をしっか
りとったり熱中症対策をしっかりして夏を乗り切りましょう～！

復活‼孫兵衛船競槽★

石巻の川開き祭りが3年ぶりに復活ー！ということで
孫兵衛船競槽にチームヒノケンも参加します★
久しぶりの参加で少し不安ですが…
優勝目指してがんばりますよー！ ちなみに今年は
女子チームも参加しちゃいますよ…ふふふ
みなさんぜひ応援よろしくお願いします!(^^)!
一緒に盛り上がりましょ～～♪

休業日 休業日

休業日

お盆休みのお知らせ 8月13～16日まで休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。

目指すは優勝！！！
ぜったい勝つぞーー！

次回のあいちゃん通信
では結果報告や当日の
様子などをお届けしま
すよ。お楽しみに～♪

オーナー様が営むカフェのお庭に咲いている可愛い
お花たちの写真を撮ってきたのでみなさんにも
おすそ分け♪色鮮やかなお花は見ていて癒されますね～
みなさんはどんなお花が好きですか？

前回参加した
時の写真たちです！
黄色いヒノケンTシャツ
と水色のヒノケンTシャ
ツを着た2チームが参加
しました♪今年は何色
でしょうか…？お ま け

様々な種類のバラがたくさん咲いてい
てとても華やかです♪
やっぱり大輪の薔薇はゴージャスで
素敵ですね～！

川開き

休業日



地鎮祭が無事終わり

まもなく工事が始まります

向山：Ｆ様邸

まもなく着工
地鎮祭無事終わり

まもなく工事が始まります

貞山：A様邸

まもなく着工

八幡：Ｙ様邸

木工事中
基礎の上に土台を敷いていきます
その後、建て方が始まります！

土台敷きが始まりました！

そのあと、建て方が始まります

宜山町：Ｍ様邸

基礎工事中

松島：Ｆ様邸

木工事中
いよいよ建て方が始まりました

雲行きは怪しいですが…

順調に進んでいます！

牧山：Ｓ様邸

木工事中
基礎工事が終わりブルーシートで

養生しています
まもなく土台敷きが始まります

ただいま着工中
石巻仙台

石巻 石巻

仙台

今回ご紹介するのは
ビションフリーゼの
モコちゃん♡
7さいの女の子ですっ！

松島

HINOKEN ペットコーナー

今回もかわいい動物たちが登場しますよ～！ 癒されてください♡

そしてこのコーナーに載せてほしいっというペットちゃんたちを

まだまだ募集中です!(^^)! ぜひご連絡下さい♪

こちらは旦那様が
飼っている
ベタさんです。
鮮やかな青と黄色の
柄がとっても綺麗で
した。泳いでる姿が
まるでドレスを着て
いるよう！素敵…

モコちゃんスマイル
いただきました～♡(笑)

綿あめみたいに
ふわっふわで
もこもこのフォルム
がとっても愛らしい
モコちゃん。
とってもお利口さん
に写真を撮らせて
くれました♡

保冷剤を枕にちょいと
お昼寝タイム(つ∀-)
つめたくてきもちい～

上から見た時のまるまるとした
フォルムがもうたまりませんっ
ずっと触っていたいくらい触り
心地が良くてすごく気持ち
よかったです…



36坪の自然素材が心地よい家が完成し
ました。外壁にはドイツの塗り壁STO
を。室内の壁は村樫漆喰、床材は無垢
材を使用しました。
LDKは2階に配置することで住宅地でも
目線を気にせず過ごせます。
くつろぎの畳コーナーも配置し、収納
の引出しを付けて場所を有効活用！

自然豊かな緑に囲まれた平屋の家。
塗り壁のグレーと黒枠のサッシ、
玄関周りにアクセントで使用した
SOLIDOの組み合わせがクールで落
ち着いた印象になっています。
勾配天井で開放感のあるリビング
は窓からの光がとっても気持ちい
いです。動線はもちろんデザイン
性にもこだわりがたっぷり！
寒い冬でもパネルヒーターで
心地良く快適に過ごせます。

お家の中に月が…！

お客様支給品のお月

様ライトがとっても

素敵です。

子上がりのくつろぎ

コーナーは収納も付

けてスペースを有効

活用しました

ダイニングからの

景色がとっても

気持ちいい～！

勾配天井と大きな

サッシで開放感たっ

ぷり。家族みんなが

まったり過ごせます

窓掃除をしてすっきりしませんか？

お掃除が大変な窓のお手入れ。

雨や砂ホコリなど汚れが付きやすく目立ってしまいますよね…

そんな時は無理せずプロにお任せしませんか？

窓をピカピカにするとお部屋もあかるくなりますよ♪

気になる方はお気軽にお問い合わせください！

お値段は1棟⇒外ガラスのみ約4万～6.5万（税抜）
内ガラス込み約5万～8万（税抜）です。

引違い網戸そうじは1枚につき￥1,300円（税抜）です。
また、間取りやサッシの取付状況によって金額は変動
いたしますのでご了承ください。
※窓周りの植栽や装飾品は事前に片づけをお願いします
※お見積りのため一度ご訪問して窓ガラス・網戸の確認を
させていただきます

吹抜けや高さのある
場所につく届きにくい
サッシもお任せあれ~☆

エアコンクリーニング ご好評です‼

部品を分解して隅々まで洗
浄してもらって、汚れが全
部取れました！ 掃除前よ
りも冷えやすくなっていて
びっくりしました！との声
をお客様から頂きました♪

周りの家具などの養生も

しっかり行っていきます。

内部の汚れもごっそり綺麗★

前回のあいちゃん通信でもご紹介した、エアコンクリーニングが

とても好評でした！ 自分では掃除しきれない内部までしっかり

洗浄をしていくので安心して使用できます♪

まだお掃除がお済でない方はお気軽にお問い合わせください(*^^*)

LDKの天井はシナベニヤ

で仕上げました。

温かみのある心地良い

空間に。



 

　

Ｈ様邸 完成！

5月26日にH様邸のお引き渡しが行われ
ました。自然素材たっぷりの素敵なお家
に仕上がり、限られた空間を最大限使用
したのはもちろん高低差を生かしたイン
ナーガレージとシアタールームもポイン
トです♪完成見学会も開催したので
そちらの様子は7ページをご覧ください。

松島 松島：Ｋ様邸

木工事中

蛇田：A様邸

まもなく完成

築山：Ｔ様邸

増築工事中

石巻

石巻
Ｒ

ヒノケンのサマーキャンペーン

夏のプレゼントキャンペーンを開催します☆
クイズに応募して、正解した方の中から抽選で30名様限定で
ミノリフーズさんの「鯖釜めし」をプレゼント！
みなさんぜひご応募ください！お待ちしています(#^.^#)

↓

応募券
〒986-0861
石巻市蛇田字中埣5番地8

ヒノケン(株)
プレゼント係まで

お名前：

ご住所：

答え：

郵送にてご応募ください。 応募期間7月31日（消印有効）

きりとり✂

きりとり✂

今回抽選でプレゼントする商品は
老舗「割烹 浜長」さんが監修の
ミノリフーズさんの
新商品。「金華サバ釜めし」です‼
お米や材料もセットになっているので
誰でも簡単に作ることが出来ます♪
アレンジでお茶漬けにするのも
おすすめだそうですよ(^o^)／
おいしそう～！！！
わたしもたべたーい！！！！

応募して美味しい

釜めしをゲットしてくだせぇ！

Q今年の川開きでチームヒノケンが
参加する競技はなんでしょう？
1.綱引き

2.孫兵衛船競槽

3.大漁踊り

建て方も無事終わりました
屋根の防水シートとなるルーフィングを

敷いています！

封筒かハガキの
宛名のところに
貼り付けて下さい

切り取って
封筒かハガキに貼り
付けてご郵送下さい

渡波：Ｋ様邸

ロフト増築
Ｒ

石巻

工事前 工事中

リビングの近くに玄関を
新しく設ける工事をしています！

勾配天井にロフトを新設しました！

工事前 工事後

真横から見た写真です
勾配の高さを生かし、
ロフトを作りました

仕上げのクリーニングも終わり
最後の気密測定が行われています

木柵を付ける
ことで圧迫感の
無いロフトに！

ご当選した方には
8月中旬頃に商品を
発送いたします！
お楽しみに～！


