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 住まいる工務店のカルチャー教室 

《 友悠倶楽部通信2月号 》 
028-683-7077 

お申し込みは、担当秋葉まで 

 Webからも申し込みいただけます 
「住まいる工務店」で検索 
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特集
10月より税率が上がります！

それまでに知っておきたい「特例」のコト。

平成31年（2019）10月1より施工される予定です。　
消費税率アップ消費税率アップ

今現在、住宅などの購入やリフォームなどをお考えの方は

施工前後では購入時の資金計画が大きな影響を及ぼしますので

早めの制度のご理解が、ご計画を進めるうえで大切になってきます。

消費税が8％のままとなる特例（経過処置）があります！
消費税10％の増税日（2019年10月1日）の半年前の4月1日を指定日として
その前日の3月31日までに契約すれば増税日以降のお引き渡しでも消費税は8％になること。

経過処置とは？

原則
引き渡し時の消費
税で計算します。

経過措置
法の定める「指定日」の前日までに契約した請負工事では、
消費税増税後の引き渡しでも消費税は8％のままになります。

２０１９
3月 4月 １０月9月

消費税８％

消費税８％

消費税１０％

消費税８％ 消費税１０％

●法令通り、原則としての消費税率

●経過処置適用による消費税率
３月３１日までのご契約

お引渡しが
１０月１日以降でも消費税８％据え置き

経過措置の適用を
受けるためには、
３月３１日までに
工事請負契約を締結
しなければいけない　



●宇都宮市越戸 T様邸　●築年数約２８年　●工期約 3週間

和室を洋室へリフォームしたい。
キッチンを綺麗にしたい。

���������
和室を洋室にしたい

キッチンをきれいに

洋室に作業台が欲しい

廊下の壁紙を貼り替えたい

�� ����

和室から洋室にリフォームしたことで、

畳に座る生活から椅子に座る生活に変わり

日常の動作が楽になりました。

キッチンの収納量が多いので、
以前使っていた収納家具が２つも不要となりました。

また、スイッチの数を増やしたことで、
廊下まで出て消していた照明も

室内で消すことができるようになりました。

担当者より 
今回はキッチン及び和室の工事をさせていただきました。
お客様のご要望がはっきりしていたのでお打ち合わせもスムーズに
行わさせていただくことが出来ました。キッチンはタカラスタンダードのキレイが長持ちする
ホーロー素材の製品をお選びいただいたので、安心して長くキレイにお使いいただけることと思います。
工事中は色々とお気遣いをいただき誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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お申し込みは、担当秋葉まで

☎ 028-683-7077
Web からも
お申込みいただけます。

「住まいる工務店」で検索！



中久保のＪ様、清原台のS様、清原台の I様
以上３名の方です。
おめでとうございました！

12月号「明太子」の当選者は、

1月号の「蜂蜜」の当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
当社ＨＰにも掲載いたします。

当選者
発 表

ご希望の方は、お名前・年齢・住所・電話番号・メールアドレス・ご意見やご感想をご記入の上、
はがき・ＦＡＸ・メール等にてご応募ください。抽選で３名の方にプレゼントいたします。２月２５日
締切です。ご応募お待ち致しております！

断捨離をしたいのですが、
イベントなどがあるといいと
思います。部屋のレイアウト
を変えたいので上手にする
方法を教えてほしいです。

中久保のＪ 様

 12月9日（日）の感謝祭お世
話になりました。寒い日でした
のでスタッフのみなさまたいへ
んでしたね。ヤキソバ・豚汁おい
しくいただきました。社長さんお
すすめ矢板市産のリンゴＧｏｏｄ

でした。
清原台の S 様

こんにちは。先日暮れの忙しい
時にトイレの不具合の為連絡をさ
せて頂き、翌日には修理を完了
して下さり、心から感謝しておりま
す。対応の早さと、ＴＯＴＯの説明
の丁寧さにはびっくりでした。ほ
んとうにありがとうございました。
何かの時は又よろしくです。

岩曽町の Ｈ 様

３名様３名様

今月のおいしいものプレ
ゼントは…

　　「北海道スイートポテト 」です。

２月号

「

北
海道スイートポテト」

　昨年の秋で娘も 3 歳を迎え、無事七五三を終
えました。最近ではよく喋り、とにかく体を動
かして遊ぶことが大好きです。
　そんな娘の最近はまっているものが「ドクター
イエロー」です。ご存知の方もいるかと思いま
すが、黄色い車両の新幹線で、新幹線のあらゆ
る設備を検査するための事業用車両です。女の
子なのでおままごとやお店屋さんごっこなども
もちろん好きなのですが、なぜか車や電車も大
好き。そんな娘の様子を見てか、パパからの昨
年末のクリスマスプレゼントはプラレールの「レ
バーでダッシュ！！超スピード ドクターイエ
ローセット」というものでした。早速レールを

『ドクターイエロー』

たくさんのお便り、ありがとうございました！
皆様の体験や暮らしの情報等お便りお待ちしております。

つなげてドクターイエローを走らせると、大興
奮の娘…！「ドクターイエローかっこいい！」
と言いながらレバーの切替で速くなったりゆっ
くりになったりすることを楽しみ、延々と遊ん
でいました。
　今年はそんな娘を鉄道博物館にでも連れて
いってあげられたらいいなと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　（担当：菊池）

国内産さつまいもと北海道産バター
を使用したスイートポテトの中に、
カスタードクリームを入れて焼き上げました。　



　早いもので 2019 年も1か月が過ぎてしまい
ました。2019 年もまだ 11か月も残っていると
もいえますね。些細なことなのでこの紙面に書
くことも恥ずかしいようなことなのですが、
ちょっと最近感じることがありました。
　毎日の食事を特に何も考えず、食べたいとき
に好きなものを自由に食べていた時には、食事
のありがたさやおいしさに深く感動するなどとい
うようなことはめったになく、あるとすれば特別
な場所で特別なお料理をいただいたとき位では
なかったかと思います。ダイエットをして得るこ
とのできた「こと」の一つだと思います。
　日頃は少し制約かけて食事をしていますが、
時々自分へのご褒美として制約を外して、お酒
の量や好きな食事を自由にできる解禁日があり
ます。その日の食事が「大盛りのおそば」や「ファ
ミレスのステーキ」でも、何とおいしく何と満足
感を得ることができるのか、そのときの不思議な

満足感にふと驚きを感じました。
　そんな時ふと「足るを知る」
という言葉や「しあわせの見つ
け方」などという言葉が頭をよ
ぎりました。モノ余り・飽食の
時代と言われる現代ではなか
なか気づけない「小さな満足」
や「しあわせ」を感じ取ることか
もしれません。自分の物差しが変
わると図るものは同じであってもの結果は変わる。
　高度成長経済に入る前までの、今から見ると
「貧しかったころ」の人たちは、わたくしたちよ
りももっとたくさんの「幸せ」を見つけていた
のかもしれませんね。
　「足るを知る」の境地には到底届きませんが、
満足やしあわせはどこにでもあるということを
気づかされました。ありがとうございます。

峰、 陽東、 平松方面 で
かわら版をポスティングして下さる方を
募集しています。
経験等は特に必要はありません。
少ない枚数でもOKです。
「健康増進のため、ウォーキングついでに、
ちょっとお小遣い稼ぎに」など
お気軽にお問い合わせ下さい。

かわら版の
ポスティングさんを
募集中です！

詳しくは担当・秋葉まで

★こんなこと・ひとりごと★  「 しあわせの見つけ方 」

住まいる工務店

　ショールームに行くとメリットがたくさん !!
ショールームのアドバイザーさんからは目から
うろこのお話がたくさんお聞きできます。今年は
消費税の導入が決定しています。早めのご計画と
リフォームを成功させる為にも、ぜひ一度はショー
ルームに行くことをお勧めいたします。入場無料です
のでお気軽にご来場ください。
　詳しくはホームページをご覧ください。

ホームページ又はLINE@からの来場予約で
クオカードをプレゼント！

さらにLINE@ならスタンプもGet !!

●　1月のイベントのご案内　●

日時：２月９日（土）、1０日（日）
　　　午前10：00～午後5：00
会場：TOTO宇都宮ショールーム

宇都宮市元今泉2-22-22 

第11９回
宇都宮市民リフォーム祭 inTOTO

LINE＠友達登録大募集！
ポイント貯まる♪ 会話できる！

ショップカードショップカード １：１トーク

イベント等の情報 抽選クーポン
お得情報ゲット♪ 当選確率アップ！？

LINE@の登録は
こちらから
簡単１５秒登録♪会員募集中！詳しくは


