
こんにちは！キャンバスホームの瀧口です。皆様お元気でお過ごしでしょうか？
世間ではコロナ禍で、皆様にも少なからず影響があるかと思います。我々建設業界も、建築資材が
入荷できない・建設現場のストップ・メーカーのテレワークによる受注の遅延や、経済自体が委縮
して仕事自体も少なくなっている状況です。早くコロナが終息することを祈る毎日です。
さて、このキャンバス通信も 18 号を無事に発行致しました。
　　　　　　　　　新しい事務所に移転してからもうすぐ 1年が経ちます。新天地に移ってからは
　　　　　　　　　新しいお客様との出会いもたくさんあり、新たな歴史を刻む事が出来ました。
　　　　　　　　　今後共、お得意様におかれましては、日々の生活に寄り添いホームドクター
　　　　　　　　　として様々なお悩み・修繕・リフォーム・建替えなど提供して参ります。
　　　　　　　　　今後共、よろしくお願い申し上げます。

キャンバス通信
第
18
号

代表取締役　瀧口　静

今回のキャンバス通信は、コロナの影響で家で
過ごす時間が増えた今だからこそ、我が家を
安全で安心かつ居心地の良い家にするための
情報をお届けしたいと思います。
ついでに『家事ラク』もしちゃいましょう♪

キャンバスホームでの取組み
・帰宅時の手洗い、アルコール消毒の実施
・マスクの着用
・ウィルスバリアの着用
・事務所の換気

弊社にお越しの際は安心してご来店下さい

＜ ガルシャット＞ ・・・震度 5強相当以上の地震でブレーカーを遮断します！

という流れ。・電気工事は不要です。
・内閣府「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」にて、
　標準試験をクリア
・新築でも既存住宅でも設置可能です。

～ 安全安心部門 ～

実は、地震による火災の過半数が電気が原因 なのです！！
先日も関東地方で地震がありましたが、家にいることが増えた今
地震大国に住んでいるのであれば、この「ガルシャット」を一家に一台
付けておいた方が、家族も安心して過ごせますね。

～安全安心部門～
人と会わない事が一番の感染予防。
しかし、必要な物や欲しい物は必ずあります。
そこで「宅配 BOX」です＼(^o^) ／
必要な物を購入して、配達業者の方と会わずして
荷物が手元に届きます。

あなたや家族に代わって荷物を受け取る 後付けに設置に最適

設置場所：門廻り、玄関廻り

リフォームに

オススメ

ミドルタイプ

ラージタイプ

ミドルとラージの二段置きも可能！

郵便物と宅配物を
　　　　　  一緒に受け取る

お値段：￥118,600~￥130,100　→

設置場所：門廻り

室内から受け取れる
　　　　住宅壁埋め込み専用

（投函可能サイズ）

260×340×35
　　　　　　　　　　　　　（mm）

（受け取り可能サイズ）
130×320×500（ｍｍ）

（重さ）
10kg まで

設置場所：玄関廻り
※住宅壁埋め込み専用

お値段：￥189,000  → ￥113,400
￥71,100 ～￥78,000

￥64,300 ￥65,300~ ￥71,400 ￥83,500~
￥38,500 ￥39,200~ ￥42,800 ￥50,100~

全サイズ 40％OFF!!

※壁埋め込み、専用ポール取付

※据え置き

￥39,800~

￥49,800~￥23,800
￥29,800

40％
　OFF

40%
   OFF

※取付費は別途です。 ※取付費は別途です。

※取付費は別途です。

40%
     OFF

※取付費は別途です。

捺印が必要な配達物も
ハンコをセットできる
から受け取り可能に

選べる色 電気工事不要で
簡単取付

豪雨・衝撃に
耐える

配達・取り出しは
簡単操作でOK

使用中は施錠され
防犯対策も万全

COMBO-int
COMBO
COMBO-F

COMBO-LIGHT

ホームページ
施工事例を
たくさんアップ
しました

我が家の一部が載っているかも！？
気になったら、キャンバスホームの
ホームページを check ！
「設計部」も追加されましたので、
ぜひご覧ください♡

キャンバスホーム。は
女性目線で、注文建築
からリフォームまで
トータルでご提案する
会社です。

1本￥1,100で発売中！
（税込み）

　0120-113-026
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒617-0812　京都府長岡京市長法寺力池 1-2

京都府知事許可（般 -27）第 37931 号　　only  one の住空間をご提案
いいすまいとおふろ

電話番号と FAX 番号が変わっています

TEL：075-955-5580
FAX：075-955-5581

お値段：￥10,500（税込み）

ポケット・クリン・テ
　　　　　　　50 ㎖

選べる大きさ



～家事ラク部門～
家事ラク部門では、今の時期プラスこれからの梅雨の時期にぴったりの
乾燥機の「乾太くん」のご紹介をさせて頂きます。

定価￥128,000　　　　               →  ￥96,000
大きさ　H684　W654　D561

5kg 8kg 定価￥158,000　　　　　　　　→  ￥118,500
  大きさ　H684　W650　D641

25％OFF!!
※取付費は別途です。

特徴 2. ランニングコストが低い

■5kg の場合　￥63/1 回
■8kg の場合　￥102/1 回

特徴 1. 短時間で乾燥ができる

■5kg の場合　約 52 分 /1 回（電気の場合は 162 分）
■8kg の場合　約 80 分 /1 回（電気の場合は 281 分）
　　　　　電気の約 1/3の時間で乾燥終了 !!

特徴 4. 天日干しよりふんわり仕上り and シワも軽減！

■ガスならではの温風で繊維が根元から立上り、ふんわり　
　やわらかな仕上がりに。
■大風量で一気に乾かすことで、自然とシワがのびる

天日干し 全自動乾燥機 乾太くん

商品ラインナップ

特徴 3. 菌の除去

生乾き臭の原因菌：99.9％カット
ドラム除菌運転で大腸菌を 99％カット

実際にキャンバスホームで取付させて
頂いたお客様のご感想がこちら (/・ω・)/

【O様　ご感想】

Date：大人 2人
　　　子供 4人
　　　1日 2回の使用
　　　使用歴：1年
　　　8kg タイプ使用

我が家に乾太くんが来て、1年が経ちました。毎日天気を気にせず、干す手間もなく
フカフカに仕上げてくれる乾太くんは、私にとって今や欠かせない大事なパートナーです。
雨の日だってシーツを洗えるし、外出先での突然の雨も怖くない。花粉の季節も快適で、
旅行から帰宅して家族全員分の大量の洗濯物と向き合う虚しさも軽減され、乾太くんの
おかげでストレスフリーな洗濯ライフを送っています。熱風で乾かしてくれるので
生乾きの嫌なニオイもなく、ふっかふかでタオルの寿命も劇的に延びました。動作音は
割と大きく、洗濯機の音よりも大きいですが、乾太くん設置場所の扉を閉めると音が
だいぶ抑えられます。エコモードで毎日 2回乾太くんを使用していますが、ガス代は
4000 円アップぐらいです。手間が省ける・時間が節約できる・仕上りの満足度を
考慮するとコスパは最高です！もう乾太くんナシの生活には戻れないので、
一生添い遂げて貰いたいと思っています。

Date：大人：2人
　　　子供：2人
　　　犬：1匹
　　　使用歴：1ヶ月
　　　8kg タイプ使用

【Q様　ご感想】
私は海外の集合住宅に住んでいたので、ガス式の
乾燥機は当たり前でした。とても重宝していたので、
日本に戻ってからガス式の乾太くんを手に入れるのが
長年の夢でした。今回設置して貰い一番良かった事は、
ペットの犬も乗ってしまう娘の羊毛の毛布が短時間で
乾いた事です。娘は花粉症なので外で毛布を乾かす
ことが出来ず、いつも室内に吊るして扇風機で
乾かしていました。毛布は場所を取るので今まで
とっても邪魔にしていただけに、乾太くんが来て
本当に良かったです。

乾太くんQAコーナー

Q1. 乾太くんのお掃除は楽ですか？
A1. 毎回使用後にフィルターのほこりを取り除くだけです。
　  洗濯後なのにフィルターについた沢山のほこりを見ると、外干しして
　  いた頃の洗濯とはなんだったんだろう・・・とさえ思います（笑）
Q2. 服が縮んだりしませんか？
A2. 特に気にしたことはありません。しかし、デリケートな服の
　  乾燥時は使用を避けています。

Q3. コースの使い分けはしていますか？
A3. しています。シーツ類は標準。エコモードだと
        しっかり乾いていないので、「シーツ、毛布」の
        専用のコースで乾かしています。
Q4. 容量は 8kg にして良かったですか？
A4. 良かったです。大は小を兼ねる！！

かんた

※取付費は別途現調の上、見積りとなります。

コロナの影響で、心配になりトイレットペーパーや、その他紙製品をたくさん買ったはいいけど
置き場所がない！！と、なってしまっているあなたに、収納についてご紹介させて頂きます (^^)
普段から収納場所に困っている方も、ぜひご覧ください♡

＜スペースのある方向け＞

ミリ単位でオーダー可能な壁面収納ユニット
Panasonic のキュビオス。普段あまり使わないものは上の方に、
よく使うものやすぐ取り出したいものは下の方に。と、
使い分けし、ティッシュや本・書類・お子様のおもちゃ等
たくさんのものをここにお片付けしちゃいましょう♪
壁一面なので、お部屋の雰囲気もグレードアップしますよ♡
TVや DVD、パソコンスペース等にも使えるマルチ家具です。

＜スペースが限られている方向け＞

マガジンラック

あると便利なマガジンラック。
これでお料理もはかどり
どんどん楽しくなりそうですね♪

トイレ
スペース

2つ共
取り付けると
更に使い勝手・
収納力バツグン！

キッチンスペース 玄関スペース

外から帰ってきて、その辺に置いて
失くしてしまいがちな家の鍵の
置き場所に。そして今ならアルコール
置き場。これからの季節には日焼け止め
置き場に。

ニッチ

ユニット

ミニッチ

オーダー吊棚で、
トイレットペーパーや
ティッシュ等を置くスペース

洗剤のストックを
置くスペース

全てのタオルがここに収まる
無印良品のケースを配置

ハンガーパイプ付の枕棚
を取り付けることで、
服もかけられて、
物も置けるスペースの
出来上がり♪

水廻りの備品の
収納場所は
全てここで解決

～家事ラク部門～

施工例
E 様邸

施工例　（家事室）
T 様邸

拡大図

（リフォーム向け）

アイロンをかける
カウンター


