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Laugh

ＮＥＷスタイルのハウスドゥへようこそ
写真：MAGNET DINER

木のある暮らし

50年後も住みやすい家づくり
STAFF VOICE

文／川合里美

新和建設 岐阜県庁前展示場
近藤憲暁さん

岐阜県美濃加茂市 M様邸
ご夫婦と娘さんの３人暮らし

M様のこだわりの詰まったお住まい作りの

お手伝いをさせて頂き感謝しております。

白を基調とした外観に、

階まで貫

キッチンから見渡せて、ど

足しています。

階に書斎を作った

こを見てもつながっている眺めに満

ご主人

■開放的で素敵なリビングですね

魅力をお伺いしました。

入って」と語るご夫妻に、住まいの

「新和建設の木と和の雰囲気が気に

く木の飾り格子がアクセントに。

2
階も２

1

子どもが広々とした家が嬉し

グにつけた

本の飾り柱は、柱の間

タッチをして走っています。リビン

い ら し く、 壁 の 端 か ら 端 ま で よ く

奥様

面所も暖かいですね。

ないので暖房をつけておくだけで洗

階も、室内が明るくて快適。廊下が

作業することも多いです。

のですが、居心地が良いリビングで

2

年後

開放感のあるリビングもポ

イントですが、家づくりは「

色々な間取りを見ている中で

美濃加茂は新しい店がどん

今の生活は、朝ゆっくり起き

水道管工事の仕事をする父

和はええぞ」と言っていました。

設で建てるという話を言ったら、「新

他にも、実家の近所の方に新和建

と言ってくれていたのですが（笑）
。

初は
「何か問題があったら俺に言え」

ているな」と感心していました。最

を 家 に 招 い た と き に、
「いい仕事し

ご主人

■お父様が家の仕上がりに感心され
たとか

くことが多いですね。

分くらいの子育て支援センターに行

の寝かし付けをしています。車で

に帰ったら昼ご飯を食べて、子ども

て午前中遊べるところに出かけ、家

奥様

の Hongo SWT
の分譲地を選んで正
解でした。

営業さんからのおすすめで美濃加茂

す。元は可児に住んでいたのですが、

どんできていて、過ごしやすい街で

ご主人

■ 美濃加茂での生活はいかがですか？

んでした。

くれたのが新和建設の営業の近藤さ

予算内で希望通りの設計提案をして

うしても取り入れたいと思いました。

ファミリークローゼットを知り、ど

奥様

そのまま片づけられて便利ですね。

ローゼットは、洗濯物をたたまずに

し た。 洗 面 所 近 く の フ ァ ミ リ ー ク

も楽に住めるか」が大事だと考えま

50

ご主人

■家づくりでこだわった点はどこで
すか？

子どもの遊び場になってよかった。

から子供が顔を出して遊んでいます。

2

2
3

10

2
１

1. ダイニングチェアはなく、 広々とした空間が快適です。
2. ２階まで伸びた格子がアクセント
3. 白ベースに木とタイルで温かみのある外観
4 .リビング、 和室、ダイニング、キッチンがひとつながり

3

4

木のある暮らし

INFORMATION 東郷特集

自家製酵母パンが自慢！かわいくてオシャレなベーカリー

新和建設のSDGsの取り組み

pantricot （パントリコ）

住宅街の中で、やわらかなパステルブルーの扉がひときわ目

【SDGs宣言】

を引く、おしゃれでかわいいパン屋さん。

株式会社新和建設は、地域の工務店のトップランナーとして住宅に関わる事業を通じ、
地球環境への配慮や快適な住まいの提案、提供、CS実現を図ると共に、
誰もが安心して健康に暮らすことができる社会課題を目指し、SDGsに積極的に取り組んでいきます。

「自家製酵母を使い、ゆっくりじっくりと丁寧につくられたパ
ンを味わってほしい」と店主の服部さん。特にハード系パンと
クロワッサンは他にはない味わいです。ガラスのショーケース

エコで快適な住まい

軽に聞ける、会話が生まれるようなお店作りへのこだわりのひ

地元の銘木「東濃桧」

消費エネルギーがゼロ以下を目指す住まい「ZEH」やCO2の
収支をマイナスにするLCCM住宅の普及に努めます。

とつだそう。昼には40 〜 50種類ほどのパンが並び、開店から
昼にかけて次から次へお客さんが来て買い求めていくので、欲

地元で育った木を使用することで、風土に合った丈夫な家を
作ります。

山を元気に

定期点検

しいパンがある時は早めに行くのがオススメです。
pantricot（パントリコ）
〒470-0152 愛知県東郷町北山台1-3-4
0561-76-9795
10:00 〜 18:30 日・月・木定休
http://pantricot.jugem.jp/

山から木を伐る

お引渡し

に並んだパンを選ぶ対面での販売方法は、どのようなパンか気

一生お付き合い宣言

国産材を使用することで林業を活性化し生物の多様性や環境
を守ります。

無期限保証・無料点検の万全なサポート体制で、建てて
からも安心を末永くお約束します。

法令に適合して伐採された樹木のみを使います。

合法伐採木材を使います

イベント
パステルブルーの扉が目印！お目当てのパンがある時は早めに来店を

製材・加工

地域と共に

工場見学

年１回の感謝祭「新和祭り」を中心にメンテナンス講座など引き渡し
後もお客様とのかかわりを大切にします。

メンテナンス

本場をトコトン再現！アメリカンダイナー

上棟

バックアップ体制

MAGNET DINER （マグネットダイナー）

急なトラブルにも電話サポートシステムで対応します。

ビーフ100％のパテを特注のバンズではさんだ、カリフワ食

現場は常にきれいに
工事中もその後も施主さまにも近隣のみなさまにも心地よく
いていただくため、現場と周辺の掃除と整理整頓をします。

リフォーム

感の本格ハンバーガーが食べられるアメリカンダイナー。ハン

独自の大工育成システム

世代を越えて住み継ぐ

バーガーはボリュームの割にさっぱりとして、若い女性から年

伝統的な職人技術を継承しつつ、新工法にも長けた大工棟梁
のプロを育成します。

リフォームやリノベーションの提案も行い、孫子
の代まで永く住み続けられる環境に優しい住まい
にします。

配男性までペロリと平らげてしまう方が多いそう。そんなハン

新展示場﹁和合の家﹂がオープンします︒

ＳＤＧｓの達成に向けて

ららぽーとが９月にオープン予定の東郷

い﹂という共有理念のもと︑

の目標を設定したＳＤＧｓ︒地

﹁地球上の誰ひとり取り残さな

球上の様々な問題・課題のため

新和建設にとってのＳＤＧｓ

に︑何ができるでしょうか︒

は︑原点に立ち返ることでもあ

りました︒木が育つ環境を守り︑

17

4/4（土）OPEN !!

Laugh （ラフ）

新和建設 和合の家がオープンします

ランチのプレートには、その時の旬の素材を使った数種類の

オートプラネット名古屋

よく来店されるとのこと。「食べることはラフに生きること」

東郷展示場

という意味の込められた店名のとおり、食べると思わず笑顔に

知々釜南
和合前田

なってしまう料理を、是非味わってみてください。

ららぽーと
愛知東郷町（建設中）

153
イオン三好店

完成イメージ
所々センスの光る明るい店内は、なんとオーナーシェフによる DIY

新和建設 和合の家
愛知県東郷町和合前田 119-1

9月完成予定のららぽーとのすぐ近くです。

近くにはおシャレなお店もたくさん
今注目の東郷町に展示場オープン

心が落ち着いて軽くなるような、広々とした木のぬくもりが
感じられる店内は、おしゃれな座敷席もあり、お子さん連れも

４月４日︑愛知県東郷町に新和建設の

東名三好 IC

町にはおシャレなお店がたくさん︒次の

日進

てくれます。

ページで東郷町のお洒落なお店を紹介し

名鉄豊田線

展示場の見学は完全予約制です︒詳細

いものをちょっとずつ色々食べたい！という女性の希望を叶え

ています︒

豊か。シンプルな味付けで様々な素材の味が堪能でき、美味し

は新和建設ホームページをご覧ください︒

料理が色鮮やかに盛り付けられており、目にも楽しく、香りも

5

職 人 の 技 術 を 尊 重 し︑ ホ ー ム

ボリューム満点のタワーバーガーはインスタ映え間違いなし！

五感を全部使って味わうイタリアン

Laugh（ラフ）
〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字半ノ木298-439
080-4537-8522
12:00 〜 14:00 18:30 〜 21:30（日15:00 〜 21:30） 水曜定休、不定休
https://www.laugh21.com/

オーナー様や地域社会とのつな

がりを大切にしていくこと︒﹁木

と技と心﹂
﹁孫子の代まで受け

継ぐ家﹂を実現していくことこ

そが︑持続可能な社会を作るた

めに私たちがなすべきことだと

上の図は︑新和建設の事業に

考えています︒

おけるＳＤＧｓへの取り組みで

堪能できる雰囲気も「本場」なスポットです。

す︒木の伐採からリフォームま

カの流行である落ち着いたカフェのような雰囲気と、どちらも

で︑それぞれの工程でのＳＤＧ

SDGsは2015年 の 国 連 サ ミ ッ ト
で採択された2030年までの国際
目標です。持続可能な世界を実
現するための17のゴール・169の
ターゲットから構成され「地球上
の誰一人として取り残さないこ
と」を誓っています。世界中で国
や企業が様々な取り組みを進めて
おります。

ｓの達成にむけての活動や姿勢

50年代アメリカを再現したレトロな雰囲気と、現在のアメリ

をまとめました︒

持続可能な開発目標（SDGs）とは

新和建設はＳＤＧｓの達成に

性抜群です。輸入住宅を使い、内装外装ともこだわった店舗は、

向けて積極的に取り組んでまい

クリームソーダ！見た目の可愛さはもちろん、バーガーとの相

ります︒

バーガーと一緒にぜひ味わってほしいのが、本物にこだわった

MAGNET DINER（マグネットダイナー）
〒 470-0153 愛知県愛知郡東郷町和合牛廻間 231-1
0561-39-3770
11:00 〜 15:00（L.O.14:30）17:00 〜 22:00（L.O.21:30） 月・火定休
https://www.instagram.com/magnetdiner/

どんな木を使って家作りをしているか知っていただくため、製材・加工
工場の見学を行っています。

4

INFORMATION

Lucky Horoscope 【星占い】2020 年 4 月〜 6 月
牡羊座

牡牛座

【占い師 香月麗】西洋占星術、インド占星術をはじめ東洋西洋多数の占術を研鑽し、
多くの弟子を持つ。岡崎イオンで実践鑑定をしています。

天秤座

3

蠍座

【4月】誕生月の生まれ変わりのトキ。ス 【4月】パートナーとの関係がポイント。 【4月】スタミナ切れに要注意。いろいろ 【4月】頭がさえ閃き度アップでちょっと
テージアップでほのぼのと過ごすと◎
いろいろなことで反省モード。金運ラブ な面で障害運あり。自分を信じて行動を したことでチャンスもつかめるので即行
【5月】コミュニケーションが活発で頭が 運は◎いい買い物ゲットできそう。
【5月】今までの努力も目に見えて先行き 動を
さえ閃き度アップ。お金の動きに注目。 【5月】事故怪我には要注意。いい変容の 明るくなりますが思考能力はNG。慎重 【5月】スタミナ切れで体調管理が必要な
に行動を
とき。今は休息を優先にして◎
【6月 】 兄 弟 姉 妹 と 関 わ っ て い い 情 報 ターニングポイントのひともあり。
【6月】お金の動きに敏感になり。いい買 【6月】周りの応援で輝けそう。チャンス 【6月】やる気はあるモノの障害運あり。
GET。閃いたら即行動を。
い物運あり。
もあるのでつかんで◎
熱い情熱のモノに巡り会えそう

ふたご座

蟹座

射手座

2

乙女座

山羊座

みずがめ座

お客様インタビュー

開放的なアイランドキッチンが叶える家族が集う家
No.407

ご希望エリアの物件をご案内する従来のサービスに加え、人気の

ていく注文住宅とは違い、さまざまなタイプの人気プランの中から
自分たちのライフスタイルに合わせて選べるのも魅力です。
不動産の買取も行っており、ワンストップであらゆる声に対応す
ることが可能です。是非一度、お気軽にお越しください。

ハウスドゥ！犬山店
愛知県犬山市大字五郎丸
字郷瀬川 7 番 1
TEL：0568-48-2400
FAX：0568-48-2401

犬が吠えるのは、間取りの問題！？

文・奥田順之 人と動物の共生センター理事長／獣医師（獣医動物行動診療科認定医）

家の前を人が通ると、けたたましく吠

に用事が無ければすぐいなくなるでしょ

える犬。家族の大切な家（縄張り）を守

う。犬は、
「しっかり吠えて、追い返し

ろうとする行動です。番犬としてはいい

てやった！縄張りを守る仕事を果たした

かもしれませんが、だれかれ構わず吠え

ぞ！」と自信を深め、吠える行動はさら

かかるのも考えもの。縄張りに関連した

に増えていきます。

行動は、住環境の影響が大きいのです。

リビングから始まる家族の物語

岐阜市 E 様

見ることができます。

ペットコラム

【4月】目線を上に明るく行動できそう。 【4月】家族の問題が出て混乱気味。情報 【4月】身近な兄弟姉妹から情報アップ。 【4月】頭の回転フル回転!閃いたことは即
ラブ運金運は障害運があり思いがけない 伝達ミスもあるので再確認して◎
ラブ運や金運は下降気味ですが今までの 行動を。お金の動きに敏感になりいい買
こともおきやすいので注意を。
【5月】資金オーバーになりがちですが 努力も実りそう。
い物にも巡り会えそう。
【5月】スタミナ切れですが今まで頑張っ 周りの応援でチャンスあり。ラブ運は 【5月】異性に助けられテンションアッ 【5月】身近な友人と和気藹々楽しめそう
てきたことが認められそう。
プ。石橋を渡る気持ちで慎重にして◎
ですがラブ運金か障害あり。
NG。
【6月】ホッと一息できますが注目運あ 【6月】障害運ありでイライラ運あり。ス 【6月】いっきにステージアップのチャン 【6月】多忙になりイライラして事故怪我
り。周りの応援でチャンスあり。
タミナ切れにも要注意を。
スが舞い込みそう
運あり。思いがけない出費もありそう

Pick
UP!

店内にモデルルームがあり、展示場のようにキッチンやリビングを

「Do-style」のご相談にも対応しています。ゼロから間取りを考え

うお座

1

昨年11月にオープンしたハウスドゥ犬山店には、物件情報の掲

示板と相談スペースだけでなく、キッズコーナーも充実。さらに、

間取りから外観や内観を組み合わせて自分好みに家を建てられる

【4月】義務感が生じグループ活動で中心 【4月】目に見えなくても障害運あり。ス 【4月】周りの応援で輝けるトキですが情 【4月】目に見えなくても障害運あり。異
になって輝けます。情報ミスに注意。
タミナ切れに注意を。
報ミスには要注意再確認して◎
性の応援で乗り切れそう。
【5月】ラブ運アップで金運は上々。いい 【5月】ホッとできグループ活動で輝ける 【5月】閃き度アップでコミュニケーショ 【5月】周りの応援でチャンスあり。行動
買い物もできるとき。
とき。情報ミスに注意！
ンが活発に。金運ラブ運はNG。
力アップになりそう。情報ミスに注意。
【6月】誕生月の生まれ変わりのトキです 【6月】反省モードでネガティブ思考さえ 【6月 】 ス タ ミ ナ 切 れ の 厄 月 に な り そ 【6月】健康面が下降気味。管理をしっか
がみんなから祝福され至福の時。いい買 注意すれば運気が上昇へ行けそう。周り う。適度に休息を取って乗り切って◎
りして◎熱くなるモノに巡り会えそう。
い物もあり。
の人から応援あり。

獅子座

物件探しだけじゃない！？
ＮＥＷスタイルのハウスドゥへようこそ

例えば、通りに面した掃き出しの窓。

No.408 名古屋市緑区Ｓ様

犬には見張り台ではなく、一人でリ
ラックスできる落ち着いた住空間を提供

犬にとっては最高の見張り台です。ソ

することが大切です。ケージの位置を変

ファの上に乗って、周囲を監視する犬も

えるだけで、吠えの問題がピタッと止ま

います。見知らぬ人が来たら「ワンワン

ることもあります。犬も人も住みやすい

ワンワン！」と吠えます。その人は、家

心休まる空間を作ることが大切です。

INFORMATION

腕の良い大工で評判のハウスメーカーを探して、新和建設にたどり着いたE
様ご夫妻。明るく風通しのよいリビング・ダイニングの秘密は、アイランド
キッチン横の大きな掃き出し窓。奥様は広いキッチンで2人のお嬢様との料
理を楽しみ、ご主人は新しく養生した芝生の庭でパターの練習をする日を待
ちわびていらっしゃいます。

編 集後記

▼新和建設のＳＤＧｓの取

り組みは、新たに何かを始

めるというよりも「自分た

ちがずっと大切にしてきた

ことが、まさにＳＤＧｓそ

のものだった」というのが

すごいなと思いました。（石

黒）

▼新型肺炎が日本でも流行

の兆しと話題ですね。政府

が対策をしていないと憤る

人もいれば、過剰反応だと

指摘する人も。私が参加予

定だったイベントも大小問

わず続々中止になっていま

す。オリンピックは開催で

きるのでしょうか。早期収

束を祈ります。（川合）

か月。ついたと思いこん

1

▼コンタクトをつけ始めて

でいて、またはずそうと白

目にふれていたら傷つけて

出血しちゃいました。正月

だったので、当直医で眼科

検索して行きました。意外

と患者さん多くて待ち、目

薬だけもらって 千円ぐら

いでした。この時期は眼鏡

の方が予防にもなって安心

です。（塚越）

▼娘の小学校では中学の制

服を着て卒業式に参加しま

す。 ブ カ ブ カ の 制 服 姿 は

初々しいですが、私のスー

ツはピッチピチ！ダイエッ

トしなくては…（深見）

▼タイミングよくリング

フィットを買うことができ

ました。任天堂スイッチの

ゲームで、車のハンドルく

らいの大きさのリングを持

ちながらエクササイズする

ゲームです。調子に乗って

負荷をあげたらかなりきつ

かった！（若井）

新春決起集会開催
新和建設の社員と協力会社の皆さんが

後半は人材活性プロデューサーの大谷

一堂に会する新春決起集会が開催されま

由里子さんによる講演。価値観の違う多

した。吉村社長からは、「デジタル技術

種多様の人々が気持ちよく働くための場

で作業効率を上げ、働き方改革に対応し

作りとして「コミュニケーション」をど

つつも、手仕事の強みを生かし、お客様

のように活かせばいいのか、実際に体を

に満足してもらえるデザイン性の高い家

動かしながら実践的なコツを学ぶことが

をチーム一丸となって作っていきましょ

できました。

う」と、これからの新和建設のビジョン
が語られました。

最後は恒例の掛け声で、一致団結。今
年もより良い家づくりを目指します。

効率アップが
うれしい

たっぷりが
うれしい

ホーロー
だから
手間いらず

キッチンに求められるもの、

3

墨色の壁に格子が美しいS様邸のテーマは「家族リビング主義」
。檜の無垢
床からフラットに続く染色の畳コーナーや大黒柱などこだわりもたくさん。
奥様は見晴らしの良いキッチンから家族の様子をいつも見守ることができ
ます。家族が自然とリビングに集まるように考えられた数々の工夫に、大満
足のご夫妻でした。

それは「お手入れのしやすさ」、「たっぷりの収納」、
そして「効率よく調理ができること」。
タカラの「ホーロー家事らくキッチン」で
あなたの家事を「らく」にします。
らくらく
お手入れ

7

らくらく
収納

らくらく
調理

6

お便り紹介
︵編集室注

●星占い 月 ~
３月のベスト
に夫婦そろってランクインしてい
皆さんが体感していただくと 私

●快適なスペースを社員や業者の

ら嬉しいです。（編集室）

家を建ててから

煮だし換気扇のファンを漬けたら、

きな鍋でたくさんのみかんの皮を

オレンジを見かけます。試しに大

一部抜粋しています︶

たので嬉しいです。ちょうど打ち
たち施主とも共感できて名案が生
年間で一番ピカ

合わせもしているので素敵な家造
ゆぴー様）

まれてきそうですね！（はるかん

かもピカピカになったのにびっく

●働き方改革が叫ばれているなか、 を拭かせました。こんなに楽でし

様）

りです。次の年末のために今から

もたちの手にはめてあちこちの床

ピカに！汁をつけた古靴下を子ど

りになると良いなと思います。（あ
▼この冬ご夫婦そろってラッキー
新和さんの具体的な取り組みが掲

▼みかんの皮の汁が床のワックス

▼お客様にお勧めしている快適な （ひよこ様）

シーズンなんて素敵です！打ち合

代わりになるんですね。古靴下を

みかんの皮をため込んでいます♡

空間を、社員や業者も休憩室とし

使って子どもとお掃除のアイディ

載され、写真もあり、わかりやす

から願っています。（編集室）
て使えるようになりました。令和

かったです（→ついてるさん）

●木の温もりが伝わる素敵な家だ
にふさわしい会社として成長して

わせは順調でしょうか？ご家族の

と思います。他の方が建てた家に

アも素敵。お金もかからず、ノン

●頂いた家の手入れ本を見ていた

い て、 床 を ぺ ろ ぺ ろ 舐 め る の で、

最高です。私の家にも赤ちゃんが

らく快 適 コンロ

NEWフェイシス登場!

新和建設の古民家再生住宅
「築100年の古民家をこれから先100年住み継ぐ」が
2019年度グッドデザイン賞を受賞しました。

（ 052 ）824 - 5145

8

パロマ
お客様
相談室 受付時間/平日8：30〜18：00（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

グリル 調 理 容 器 お手入れがラク!
※ラ・クック赤同梱 しかもキレイに焼ける!

グリルが汚れないから

https://www.sinwanet.co.jp/

本社/ 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

理想の住まいが完成することを心

ついて知ることができ、大変参考
いけるよう、これからも働き方改

ら、みかんの皮がワックス代わり

した。何卒ご理解を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

になります。（ともぴー様）
自然素材の温もりがはぐくむ家族

さっそく試してみたいと思います。

た結果、本年度の開催は中止すべきという判断に至りま

▼木のある暮らしの取材のたびに、 革を継続していきます。（編集室） ケミカルの手作りワックスなんて
の物語にほっこりします。皆さま

素敵な情報をありがとうございま
措置を万全に整えることができるか不明な点などを考え

年末にホームオーナー様にお渡ししたカレンダー、裏面にアンケート
のQRコードがあるのはご存知でしたか？ホームオーナー様限定で、
アンケートにお答えしていただくとQUOカード500円分プレゼント
を行っています。まだの方は是非チェックしてみてください！
※アンケートのご回答は1組様1回までとさせていただきます。
会場内は常に大混雑で濃厚接触を避けられない事、予防

アンケートでQUOカードプレゼント！
デザイン／ GUUMA DESIGN

を進めて参りましたが、大変残念ではございますが「新

8

■はがきの場合の送り先
〒481-0042 愛知県北名古屋市野崎山神 15 番地
株式会社 新和建設「空間上手クイズ」
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせてい
ただきます。※ご記入いただいた内容は本誌等で紹介
させていただくことがあります。
締切：2020 年 5 月末日
印刷／ブラザー印刷株式会社

https://www.sinwanet.co.jp/

になると書いてあったので、年末

深見景子

新和建設ホームページ 「お問合せ」またははがきで
①クイズ番号 「空間上手93」 ②クイズの答え
③お家に関する質問、 暮らしのアイデア、 本誌に関す
るご意見、ご感想等 ④ペンネーム
⑤生年月日 ⑥性別 ⑦住所 ⑧お名前 ⑨電話番号
をご記入の上、 送信または郵送して下さい。 抽選で50
名様に500円分のQUOカードをプレゼントいたします。
■お問合せページ
新和建設ホームページの「お問合せ」

工夫を凝らして自分たちらしい暮

○○○ s

した！（編集室）

新和建設も取り組む持続可能な開発目標

発行／新和建設 発行人／𠮷村浩人 編集人／空間上手編集室
取材協力／ M 様ご家族 THANKS ／村田元夫 石黒好美 川合里美

○に入る文字はなんでしょう？

ここからアンケートへ！

てきております。これまで開催する事を前提として準備

3
の大掃除に使いました。そういえ

2020

ば台所の洗剤の成分表示にもよく

93

らしを手に入れていらっしゃるの

No.

ホームオーナー様限定

「新和祭り」開催中止のお知らせ

1

空間上手クイズ

No.93

で、その魅力をお伝えできていた

50名様にQUOカードプレゼント！

日頃よりご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、毎年恒例の「新和祭り（名古屋本店・美濃加茂支店）」

ですが、新型コロナウィルス感染症の拡大が問題となっ

和祭り」を中止する事といたしました。

