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料金後納

～ ふじだより ～

C様邸 (山梨市) 2006年竣工

代表より

ゆうメール

Vol.73
施工：株式会社 ビ・ボーン / プラン名：アウリンコ

先月21日は世紀の天体ショーが繰り広げ
られた金環日食。国内では昭和62年の沖縄
県以来の25年ぶり。３大都市圏を含む広い
範囲での観測はなんと932年ぶりだそうです。
天の動きはわずかの間もとぎれることなく
規則正しく健全に行われ、違うことがない天
の摂理を人間は教えられ、
その天の動きから
与えられた感動に大感謝でありました。

感謝

宮下 竣吉

5月21日
「金環日食の様子」

BBグルメ情報

〜いつも美味しいお肉をありがとうございます！ 〜
今回は、
いつも弊社恒例のバーベキューイベントで美味しいお肉を用意してく

れる
『まるよし』
さんをご紹介します。
このお店は、
1階が精肉販売、
2階は焼肉店
になっています。
地元の方もよく利用しているそうですが、
別荘の方がバーベキュ
ーをする時に人数に合わせて、
お肉をコーディネートしてくれるのでとても便利で
す。
2階の焼肉店は完全予約制ですが、
夏季は無休で営業していますし、
時間も
ご要望に合わせてくれるそうです。

さて、
弊社でも先日の“山中湖ロードレース”終了後に、
モデルハウス
『ライカ
ス』
で、
このお店のお肉を購入し、
バーベキューを楽しみました。
朝の出発時に
「今日は、
帰ってきたら、
バーベキューを用意してあるので、
頑張って完走してき
て下さいねぇ〜！」
とみんなを送りだし,早速バーベキューの準備にかかりました。
待つこと、
約2時間。
最初に戻ってきたのが、
何と初参加の河西くんでした。
“湖畔1周コース”をなんなく？こなし、
さすが野球少年です！
「焼肉が待っている
と思い、
頑張りました！」
との事。
早速、
バーベキュー効果かな？程なくして、
宮下
社長が戻ってきました。
“ハーフコース”を走ってきたとは思えないくらい元気な
笑顔,さすがです。
その後,続々とみんなが戻ってきました。
レースに参加したみん
なは,すぐ弊社オフィス2階にあるサウナで汗を流し,バーベキュー開始です。
みん
な疲れた顔一つせず、
ライカスのテラスでまるよしさんのお肉を鉄板で焼き始め
ました。
“カルビ”に“ロース”そして、
私と社長が大好きな“まるよしオリジナルた
れ付ホルモン”も大好評！差し入れの“アユ”も、
テラスに備え付けのバーベキュ
ーコンロでこんがり焼き上げ、
あつあつ！塩が効いてもう最高です！新緑に囲ま
れ、
さわやかな風が吹く中でのバーベキュー。
美味しいお肉が輪をかけて、
美味
しく感じます。
「まるよしさん、
いつも美味しいお肉をありがとうございます！また
次回も宜しくお願いします！」
「また来年もみんなでこのさわやかな青空の下で、
ロードレース後のバーベキューを目標に来年も頑張りましょう！」 小俣

肉のまるよし
〒401-0501

焼肉まるよし

山梨県南都留郡山中湖村山中387

TEL 0555-62-0101 FAX 0555-62-5226
休業日

毎週水曜日
（夏季無休）
2階 焼肉まるよし

1月・2月クローズ

※2階 まるよしは、
1人様 : 2,000〜3,000円(定食 1,800円）

BBスタッフ紹介

BBインフォメーション

〜 私、
三井から見た○○さん! 第2弾！
！〜
ログビルダー
高山 穣人
＊生年月日

S63,5,21

＊血液型

A型

＊私から見た高山さんはこんな人。
入社4年目の高山さんは、
いつも明るく笑顔の絶えな
い24歳。
ビ・ボーンの“ムードメーカー”的存在です。
高
山さんの笑顔につられて私たちも笑顔になってしまう。
そんな力を持っている人です。

＊思い出に残る物件は？
入社して初めて行った山中湖の現場だそうです。
見る物、
触る物すべてが初めてで、
毎日が新鮮でワクワク
していた1年目。
「そこに住まわれる方の気持ちになり、
不
安な思いをさせない良い現場づくり」
を入社当初からの
モットーにしている高山さん。
今でもその時の思いを胸に
1棟１棟大切にお客様の夢を形にしているそうです。

＊体を動かすことが好きな高山さん!!

〜 新しい晴耕雨読が届きました!! 〜

皆さんにお知らせです！季刊誌であるライフスタイルマガジ
ン
『晴耕雨読』
の最新号Vol.14 〜2012.Spring〜 が発行され
ました。
既にご覧いただき、
ご存じの方も多いかと思いますが
実は今号は我が家を掲載させていただきました。
この記事を
通じて、
私小俣がなぜ大切な家族と過ごす家を“ホンカ・ログ
ホーム”に決めたのか？なぜ、
一昨年という時期に家づくりを
始めたのか？ そして、
ど んなところにどんなこだわりを持った
のか？等、
家作りに対する様々な思いを、
家族と共にお話させ
ていただいております。
これから家づくりを考えていらっしゃる
皆さんの参考になると思います。
ぜひ、
ご覧下さい。
この雑誌をご希望の方は、
私のメールアドレス

omata@be-b.jp

へご連絡を頂くか、
山中湖ホンカデザインセンターへご来場く
ださい。
在庫がある限り皆様にお渡しします。
また、
この雑誌を手にしながら家作りについて
『ホンカ・カフ
ェ』
で、
私達と自然を満喫しながらお話ししませんか？ぜひ、
ご
来場お待ちしております。

今、
1番夢中になっていることは“ボルダリング”だそ
うです。
週に1回は室内ジムへ通っているほど夢中な
高山さん。
1番上まで登り切った時の達成感は、
言葉
に出来ないほどの気持ちがいいそうです。
また、
頭を
使いながら体を動かすスポーツという事で毎日の仕
事にも深く繋がっているんだそうです。

小俣 あけみ

※ボルダリングとは…フリークライミングの一種で、
ロープや道具を使わずに
手足だけで壁をよじのぼるスポーツの事。

BBスタッフ活動レポート
こんにちは、
三井です。
先日私は、
宮下社長とえみ子さんと小俣さんと“窓辺の総合インテ
リアメーカー≪トーソー≫”の展示会に行って来ました。
この展示会は、
新商品のお披露目会を兼ねて、
これから夏に向けての省エネ対策製品
の紹介やカーテンとレールのコーディネート等、
アイディア満載のスタイリング提案が展示
されていました。
今回そのスタイリング提案をコーディネートしたのが、
いつも弊社のホン
カ・ログホーム等のお住まいに素敵なインテリアをご提案していただいている
『マノワの渡
邉さん』
なのです。
会場内のほとんどのブースのコーディネートを任されたそうで、
渡邉さ
んが一作品ごと丁寧に、
それぞれの商品の特徴や各ブースのコーディネートのコンセプト
等を説明してくれました。
今回、
私自身見学をさせて頂き、
新商品の使い方やコーディネー
トの仕方等、
たくさんの学びや発見がありました。
お陰様でとっても勉強になりました。
今
回このような機会を与えてくれた宮下社長とマノワの渡邉さんに、
とっても感謝しています。
そして、
ここで見てきたことを山中湖ホンカデザインセンターにご来場頂いた際に、
皆さん
と楽しくお話をさせて頂く楽しみもできました。
この時の展示昨品の資料もご用意してあり
ます。
お気軽に私、
三井までお声掛けください。
その他インテリアについてもわくわくしなが
らお話しましょう。 三井 麻世

不動産情報

～ お得な情報が盛りだくさん!! ～

不動産情報コーナーを新設いたしました
ホンカデザインセンター内に新しく
『不動産情報コーナー』
が開設されました。

常時３００件以上の物件情報をご自由にご覧になれます。
山梨県に限らず静岡県・神奈川県など、
お近くにお越しの際には是非お立ち寄りください。

富士山周辺別荘地見学会のご案内
ビ・ボーン不動産では富士山周辺別荘地をご案内する
『富士山周辺別荘地見学会』
を随時開催しています。

・富士山周辺で別荘地を探しているけど、
別々に訪問するのは大変だな・
・
・。
・初めての別荘探し、
どこの別荘地を見に行ったらいいのかわからない。
・各別荘地の特徴を比較検討したい。
などなど・
・
・
そんな方は是非
『富士山周辺別荘地見学会』
にお申込みください。
リゾート物件のスペシャリストがお客様の要望に合わせ、
各別荘地をご案内し
リゾート物件購入のお手伝いをいたします。
コースは全ての別荘地を見学するコースからピンポイントでご案内するコースまで、 河西がご案内致します！！
お客様のご要望に合わせご案内します。
他ではない厳選物件も満載。
この機会に是非お申込みください。

富士急山中湖畔別荘地

富士桜高原別荘地

富士ドクタービレッジ

富士急十里木別荘地

南箱根ダイヤランド

不動産の事なら、
ビ・ボーン不動産へ。
ご来場・お問合せお待ちしております。
河西俊輔

会社概要

株式会社ビ・ボーン / ホンカ富士北麓

(ホンカディーラー名)

代表取締役 宮下竣吉
業務内容 ハンドカットログハウス・各種マシンカットログハウス・ポスト＆ビーム・ツーバイ建築・在来建築・リフォーム・
増改築・ガレージ・倉庫・東屋・テラス工事・カービング・造作家具・造作キッチン及び洗面台・各種収納棚・
その他建築付帯工事・不動産の売買、仲介及び管理など
< スタッフ >

< 山中湖オフィス >

< オープンハウス >

山梨県南都留郡
山中湖村山中350-1

山梨県富士吉田市
新西原2-25-10

ご質問や資料をご希望の方は、

WWW.be-born.jp
または

0555-28-7561

