を目指して、
N
A
L
P
BEST
二宮も日々勉強中〜！

通信

二 宮 慎、にのみやしんをよろしくお 願 いいたします！

二宮です。入社して１年が経とうとしています！今回はブラインドの修理を覚えましたので、紹介させて頂きます。
ご自宅のブラインド、何か、調子が悪く、羽の上げ下げがしにくくなっている場合、実は、新しく買い替えるよりも、修理した方がお得なんですよ！

「コード式･ワンポール式」
と
「ドラム式」
ブラインドは、構造の違いで言うと、大きく分けて２種類あります。
「コード式･ワンポール式」の場合
故障の原因となるのが羽の中を通っている昇降するため
のコードが摩耗して、操作に支障が出たりするのがほと
んどです。
ただし構造が単純なので、現地での、即修理が可能です
ね。
もちろん新しくやり替えるよりもお安く済みます。
コード式

ワンポール式

「ドラム式」の場合

昇降の為のコードが摩耗しています
これが故障の原因

「コード式」
と同じく、故障の原因は、昇降するの為のコードの摩耗での不具合がほとんどです。輪になっている操

操作コード

ドラム式

、
二宮 た編
歳
19 てみ
し
工夫
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☆BEST PLANブラインド、修理の方がお買い得
☆ロイヤルインテリア通信、今回で、記念すべき10号で〜す！皆様のおかげです！
☆インテリアのお仕事皆様、忘れないで〜!!! ロイヤルインテリアの本業は壁紙工事なんですよ！(笑)PART2! ☆簡単レシピ 材料４つで簡単おやつ「ひとくちアメリカンドッグ」
☆リフォームのお仕事 ロイヤルインテリアの取り扱い説明書

ロイヤ ルインテリア通 信 、今 回で、記 念 す べき１ ０ 号で 〜 す！皆 様 の お か げです！
〜地域から、頼りにされる存在「建物の困りごと解決商店」
を目指して、頑張ります！〜
皆様、
こ〜んにちは〜！(錦鯉風)(笑) いつも、
お声がけ、
ありがとうございます！ロイヤルインテリアの小圷
（こあくつ）
です。
「ロイヤルインテリア通信」
、
なんと今回で、第１０号を迎えることができました！これも皆様のおかげです！ではなぜ、３ヵ月に１回、
この通信をお届けしはじめたのか？と言いま
すと、実はさかのぼること約４年前、
ユニットバスや、
キッチン等を扱っている、
ある住設機器メーカーさんから、展示会参加のお誘いがきっかけだっ
たんです。
メーカーの営業さん：
「尾道で、
うち主催の展示会をしますので、
ロイヤルさんも参加しませんか？」
こあくつ：
「はい、
よろこんで！」
とは言ったものの、
自分自身、
どうしていいか分かりませんでしたが、
メーカーの営業さん：
「とりあえず、
ロイヤルさんのお客様に、
展示会の案内チラシを配って、
お客様に遊びに来て頂いたらいいんですよ、
ご来場されるとお客様へはお土産もありますから！
きっと喜んでいただけますよ！」

作コードであれば、
その場で直すことが可能ですが、羽の中に通っている昇降コードの場合は、
メーカーに送り、

こあくつ：
「はあ……」

修理依頼することになります。
それでも新しくやり替えるよりもお安く済みますよ。

とりあえず時間もなかったので、営業さんから聞いたとおりに、近所の数件のお客様に、
チラシを

以上が、
ブラインドの故障のよくある原因です。
その他の原因もあったりしますが、
「ちょっと調子おかしいな？」
と思ったら、早めに
お声がけ頂いた方が、お安く済んだりします。
お気軽にお声がけ下さい！

かんたんレシピ

2 0 2 2 年 2月発 行
発 行 元：ロ イヤ ル イン テリア（ 株 ）

「喜びの提供」と「お役立ち」で、皆様のよりよい人生のお手伝いをするミニ情報誌

ロイヤルインテリア通信をこれからもよろしくです！

持って、
直接訪問させて頂き、
展示会のお誘いをさせて頂きました。
展示会当日、会場でお待ちしていると、10数件訪問させて頂いただけなので、半数以上のお客様が展示
会に来て下さったのです！本当に感謝です！しかも、
お話を聞いていると、
「キッチンの使い勝手がね〜」

生活に色々と不便さを感じているのに、
「お風呂が寒いんよね〜」
「洗面台も気になるんよね〜」
とか、
なかなか相談できていないことが分かりました。
う〜ん、
そこで、
こあくつ、
ひらめきました！お世話になっているお客様の
「快適生活のお手伝い」
が
「喜びの提供」
と
「お役立ち」
で、
皆様のよ
できればと、
定期的に情報通信をお届けすることを決めたのです！もちろん、
スタッフにも協力してもらい、
りよい人生のお手伝いするミニ情報誌！とすることに決めたのです。
この通信を発行し始めて

にのみやの〜、

「実はこんなこともできたんだね！」
「こんなことはお願いできますか？」
こんな連
からは、
「建物の困りごと解決
絡を多く頂けるようにもなりました。少しでも皆様に頼りにされる存在
商店」
を目指してチャレンジして参りますので、
これからもよろしくお願いします。

お 腹 が すいた〜。だけど、ぱぱっと早く食 べたい 〜！

この「ロイヤルインテリア通信」、
スタッフ以外にも、実は、
この方のお力があってこそできあ

「材料、たった４つ」10分でできる簡単おやつ！「ひとくちアメリカンドッグ！」

「㈱カメレオンワークスの上田君」
な
がっているのですよ。
それは、尾道のデザイン事務所、
んですわ！原稿を作って、
上田君にお渡しすると、
毎回、
パパっといい感じでデザイン･構成して

材料( 5 人分)
◎ホットケーキミックス100g
◎牛乳200cc
◎卵１個
◎ウインナーソーセージ5本
◎サラダ油少々

くれます！上ちゃん、いつも助かっとりますよ！カメレオンワークスさんは、
デザイン事務所であ
カメレオンワークス
活版カムパネルラ

りながら、古くからの印刷技術である活版印刷を体験できる雑貨店
【活版カムパネルラ】
も運
営されているんですよ。
ぜひぜひ活版体験に行って見てください！
ロイヤルインテリア通信過去の発行分もHPから見ることが出来ますよ！

職 人 さん のアイディア から生 まれました！〜 い いこと、い いこと〜
１．ウインナーソーセージを４等分くらいに切る（あえて、赤ウインナーにしてみました）
２．ボールにホットケーキミックスと卵と牛乳を入れ、ダマがなくなるまで混 ぜる。
３．フライパンにサラダ油を入れ、薄く伸ばし、あたためてから弱火にする。
４．生地を流し入れ、ソーセージを均等に入れる。

５．弱火で３、
４分、焼き色がつき、生地に火が通るまで加熱する。

６．食べや すい大きさに切る。お好みでケチャップやマスタードで。

簡単、美味しかったです。
また、パパっと満腹レシピ考えてみます。

「もっともっとアピールしようぜ！」
ってこと
職人さんから、
で、ＰＲマグネット製作しました。壁紙施工してたり、カーテ
ン取付してたりしたら、ＰＲマグネットを車に貼っとりま〜す！
お気軽にお電話下さい！

さあ、ロイヤルインテリア通信10号のスタートです。今回もよろしくお願いいたします！
16期ロイヤルインテリアのテーマは「常に仕事の中に楽しみを探す！｣「日々のひたむきな情熱で、
自分たちの殻を破る！」
です。

インテリアのお仕事、こんな感じでやっとります！

リフォームのお仕事、こんな感じでやっとります！
今 回は、小 圷 が、コツコツお 役 立ちリフォーム紹 介します！

今 回は、みつたにがインテリアのお 仕 事、担 当っす

皆様、忘れないで〜!!! ロイヤルインテリアの本業は壁紙工事なんですよ！(笑)PRAT２
〜「センスがないんですよ〜！」そんなことまったくありません！一緒に壁紙選び楽しみましょう！〜
皆様、いつもお世話になっております。光谷(みつたに)です！この度は、栗原町のＩ様か

「ロイヤルインテリア取り扱い説明書」 〜「出会い」と「想い」から出来上がってます〜
ロイヤルインテリア通信を皆様にお届けし始めて、今回で１０号になりますが、
こんなお声を頂けるようになりました。感謝です！

らトイレ改修工事のご依頼を頂いた時のお話です！ありがとうございます！ まずは、現場

「ロイヤルさん、
もしかしたら、
こんなこともできますよね！」
「ロイヤルさん、
こ

を拝見し、現状のお困りごとを確認させて頂きました！和式トイレでしたが、今後を考え

んなこと、お願いしてもいいですよね！」

ると、
どうも使い勝手が……。
で、洋式トイレにすることにしました。

建物に関する
「困りごと」
「気になること」を、
ちょっと相談してみようかな！って感

工事の流れとしては、
まず、
「既存の和式トイレを解体撤去」、
その後、
「給水管、排水管を

じで、多くのお声がけを頂けるようになりました。元々、ロイヤルインテリアの本

移設」、大工さんに「床･壁を直してもらい」、
「壁紙、
クッションフロアー(塩ビ製床材)を
貼って」、最後に「洋式便器を取り付けて」完成って、流れです！割と、パパっと完成するも

業は、建物に関わるお仕事の一部である、カーテンや壁紙･床工事の室内装飾

のです。

業(内装業)です。そんな中、多くのお客様のお話の中で、
「誰に頼んでいいか分からないこと」、そして、
「解決できていないこと」
って

ここで、今回注目して頂きたいのは、
ロイヤルインテリアの本業、壁紙工事、
「壁紙選び」
に関してです。今回はＩ様が、工事前から仕上がりのイメージをされていたので、壁紙

沢山あると常々感じていました！ そして、
そんな時、私達のまわりには、頼りになる、家に関わるスペシャリストがいたのです。大工さ

正面にアクセント壁紙、
非常にマッチしています

ん、水道屋さん、左官さん、電気屋さん、塗装屋さん、防水屋さん、建具屋さん、看板屋さん、他にも沢山……。
そう、
「頼りになる仲間

選びもパパっと決められました！落ち着いた雰囲気の無地の壁紙をメインに、真正面の壁のみアクセントとして、濃い木目の壁紙に決められまし

達の存在」
と、
ロイヤルインテリアの仕事に対する想い、
「喜びの提供」
と
「お役立ち」が融合して、
「誰に頼んでいいか分からないこと

た！手洗いの扉、
カウンターの色と合っていて、
とてもかっこよく仕上がりました。
ちょっとのことで本当に雰囲気が変わるものです！

」に「こつこつと取り組むしかない！」
と考えたのです！ロイヤルインテリアは
「建物の困りごと解決商店(ＴＫＫ)」でもあるのです。

それが、実際に壁紙選びの時に、

カーテンの取付でお伺いした、某大手ハウスメーカーで家を建てられたお客様の声、いまだに忘れられません。

「自分、センスがないからね〜、
どれを選んでいいか分からないわ〜」
「カタログを見ていても、多すぎてどれを選んでいいか分からなくなるわ〜」

お客様：室内に物干しを取付けて欲しいんだけど、某大手ハウスメーカーさんにお願いしても来てくれないんよね！
こあくつ：……

こんなお声をよく耳にします。
カタログをボンって置いていかれて、
「これから選んで下さい！」

某ハウスメーカーさんからしたら、凄く小さな仕事かもしれないけど……、お客様の喜びはめちゃくちゃ大きいんだけどな……。

と言われても、選べないのは当たり前ですよね！

「一緒に考え」、
どんな感じのお部屋に
ロイヤルインテリアでは、お客様がどんな感じが好きなのか？
「どんな風に変えたいのか？」
ご相談させて頂きま
したいのか？壁紙の貼替であれば、今と比べて、

このカタログじゃ確かに多すぎる

す。

ロイヤルインテリア
(建物の困りごと解決商店)

取扱説明書

一面のアクセントは今でこそ主流になりましたが、
その他にも、天井の壁紙に、
ちょっと色をつけたりと

ロイヤルインテリアが必要な方

か、
ちょっとしたアイディアが沢山あるんですよ。実は、
「こんな選び方もあるんだ！」
と自分たちもお客様

建物のことで、
「困りごと」があったり、
「気になること」がある方。
「困りごと」や「気になること」があるのに、
「誰に頼んでいいか

から毎回勉強させて頂いているんです！そして、
その経験を自分達の引出しにして、
その経験を情報発

分からない方」。

「楽しむこと」を大切にしています。だから、お
信しているだけなんです。だから、お客様と壁紙選びを
客様の好みの壁紙で、自分も貼ってみたいものがあると、結構お勧めしたりもしちゃいますね(笑)それ

1

を無償で取り寄せることもできるんですよ！ぜひぜひそんなサービスも活用してみてください。

実際にスタッフがお伺いさ

2
解決方法のご提案、見積を

せて頂き、
「困りごと」
「気に

トイレを便利にする工事でも、
ちょっと壁紙選びにこだわってみるだけで、
こだわりの空間に大変身しま

ヤルインテリアの本業なんですよ〜(笑)

問い合わせ方法

０９０−５２６４−０４１２(こあくつ携帯)に連絡

と、
カタログの小さいサンプルだけでは選びにくかったりしますよね。
そんな時は、大きい現物サンプル

！壁紙工事は元々ロイ
すね！ぜひぜひ壁紙工事ご相談くださいね。
そして皆様、忘れないで〜！

お 取り扱 い 事 例

させて頂きます。

なること」
をお聞きします。

物干し取付

収納可動棚製作

大きな現物サンプルを活用して！

※内容や規模で、ロイヤルインテリアの範囲を超えている場合は、適した業者さんを紹介
致します。
※初めて出会う困りごとだったりもしますので、
ご提案にお時間を頂くこともございます。
ご
了承下さい。色々な困りごと解決のチャンスを頂くことで、お客様に成長させて頂いてお
ります。

3

内容、見積がＯＫでしたら、
工事の日程調整をします。

タシマデイサービス様、部分をアクセントで！

4

工事着工、完成、確認となり
ます。

大和湯店舗寒さ対策

N様邸 チョークで書ける壁紙

Ｓ住宅設備様 WC

教採塾様カウンター
※申し訳ございませんが、繁忙期になると、お待ち頂かなければならないこともございま
す。
「困りごと」や「気になること」がございましたら、お早めにご相談下さい。

M保育園様 吹き抜け 空柄壁紙

雨漏り解決

カツシマ歯科様 キッズコーナー

本村商会様事務所

お気軽にお問合せ
お待ちしておりま～す！
一緒に楽しみましょう！

表札･ポスト取付

「困りごと」「気になること」
「誰に頼んでいいかわからないこと」は
ロイヤルインテリア(建物の困りごと解決商店)までどしどしお声がけ下さい！

！
など
ど
な

