
大自然の海を舞台に技を決めるサーフィン。同じ波は一つとしてない
ため、その日の波にうまく乗れるかどうかが勝負の鍵となります。技
の積極性や難易度、バリエーション、
スピード、パワー、全体の演技の流れ
などが競技の評価ポイントです。日本
代表チーム「波乗りジャパン」の選手
は強豪のアメリカに勝つことができ
るのでしょうか？必見です。

空手の競技には大きく分けて「形」と
「組手」があり、「形」は仮想の敵に対す
る攻撃技と防御技を一連の流れとし
て組み合わせた演武。「組手」は8メー
トル四方の競技場で2人の選手が1対1で戦うもので、突き・蹴り・
打ちの技で相手を攻撃します。「形」では男子の喜友名諒選手、女子の
清水希容選手が世界でトップをキープしており、その流れるような美
しい演武に注目が高まっています。

サーフィン 空手

スポーツクライミング スケートボード
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開催を目前にした東京 2020 オリンピック。
コロナ対策のための行動ルールを守って、安心・安全にオリンピックを楽しみましょう！

今夏のオリンピックから新たに追加された４つの新競技の魅力もお伝えします。

ランディング
ページ

Instagramは
こちらから

フォレスティ峯岸 
公式サイト

7 月 23 日のオリンピック開催に向け、競技会場の整備や選手村への選手入場など、各所で
着 と々準備が進められています。日本各地を周る聖火リレーは３月 25 日に福島県からスター
ト。６月中旬に北海道・東北地方を走り、７月の開催式に合わせて東京へと向かっていると
ころです。聖火リレーは著名人だけでなく、町おこしや地域活性化に尽力する地元住民の方
もランナーとして参加し、リレーを繋ぎます。そんな東京 2020 聖火リレーのコンセプトは

「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう」。支えあい、認めあい、高めあう心でつなぐ聖
火の光が新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らし出すという素敵な意味が込めら
れているそうです。

スポーツクライミングは壁の凹凸をつかみながら登っていく競技。
種目は３つあり、「スピード」は壁を登る速さ、「リード」は登った壁
の高さ、「ボルダリング」では制限
時間内にいくつ壁を登れるかを競
い合います。注目はすべきは野口 
啓代選手。2019年までにボルダリ
ングW杯年間総合優勝４回、2018
年にはアジア大会複合で金メダル
を取っている実力者で、初代五輪女
王の有力候補と言われています。

若者に人気があり、ストリートカル
チャーとして広まっているスケートボー
ド。実は90年代にアメリカで競技化さ
れ、今世界中で競技人口が増えている
スポーツです。街なかにあるような階段や縁石、手すりなどを模した
コースの「ストリート」と、湾曲したくぼ地状の「パーク」の２種目があ
り、トリックと呼ばれるジャンプや空中動作、回転などの難度やスピー
ドなどを競います。注目すべきは平野歩夢選手。スノーボードで２大
会連続銀メダルを獲得している平野選手が、スケートボードでもメダ
ル獲得となるのか。その活躍から目が離せません。

開催目前！
感染対策をして楽しむ

開催に向けて

New!

会場内では感染症対策としてフィジカル・
ディスタンスの確保、接触が多い箇所の消
毒、混雑を把握して緩和するためのシステ
ム導入が検討されています。また、私たち
が守るべき行動ルールも東京オリンピック
準備局から提示されているので、以下の注
意事項を守って安心・安全にオリンピック
を観戦しましょう。

入念なコロナ対策を

オリンピック開催で予想される混雑緩和のため、2021年の
特例として３つの祝日が移動することをご存知でしょうか？

今年はオリンピックに合わせて祝日が移動することが国から正式に発表されています。この措置により、開催式
の７月23日前後は４連休、閉会式の８月８日前後は３連休となり、代わりに従来の祝日にあたる日は平日となるの
でご注意ください。連休にはお家のテレビの前で、家族と一緒にオリンピックを楽しみましょう！

2021年の特例、祝日の移動

今夏のオリンピックにはスポーツクライミング、スケートボード、空手、サーフィンの４つの競技が新しく追加されます！
観戦を楽しむために、それぞれの競技の魅力を知っておきましょう。

オリンピックを100％楽しむための予備知識

TOKYO 2020

基本的な行動ルール
・人混みの中でのマスク着用
・ハイタッチや握手を控える
・手洗い・手指の消毒
・換気

・３密（密接・密集・密閉）回避の実践
・騒ぐ、大声での会話を避ける
・体温チェック
・体調管理

  7月19日「海の日」  　 　　　　　　　　　　　  7月22日
10月11日「スポーツの日」　 　オリンピック開催式当日 7月23日
  8月11日「山の日」  　　 　オリンピック閉会式当日 8月8日

ひらの      あゆむ

き ゆ な    りょう

しみず     きよう
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ヘッドフォンのような、モダンな見た目がおしゃれな
首掛け扇風機です。超軽量設計で、首や肩への負担
軽減も考慮されたハイテクデザイン。汗がついても
除菌シリコンと防汗コーティングで衛生的に保てま
す。首回りの48個ある空気排出口から、360度均
一に風を当ててくれます。
静音構造かつ肌なじみのよい柔らかい素材ででき
ているので、微風設定にすれば就寝中などでも快適
に使え、機能性・利便性に優れた携帯扇風機です。

「まだ大丈夫」が危険！
早めの対策で快適な夏を過ごしましょう！

塩分補給に！ 塩飴＆塩タブレット

作業中でもOK！首を冷やしてクールダウン

手軽に涼しさをプラス！

激しょっぱ
生梅塩飴

塩タブレット
5兄弟

TORRAS 
首掛け扇風機

首回りに巻いて使用するベルトです。冷凍庫で冷やした氷結ゲル
を、繰り返し使える専用カバーの中に入れて使います。専用カ
バーはやわらかいパイル地、さらっとしたスムース地と表裏で異な
る素材でできているので、好みの冷感で使い分けが可能です。

アイスノン 首もとひんやり氷結ベルト

おすすめ熱中症対策グッズ紹介熱中症対策グッズ紹介

玄関前およびリビング前
のカバードポーチのデッ
キ施工

現時点では反応は良く、天然木の質感が
いいとのご感想をいただいております！

場所 ： 宮城県太白区　　案件名 ： A邸
施工 ： 株式会社ヘリテージホーム
  　　   宮城県仙台市若林区六丁の目北町4-10

お客様の反応

案件の概要

バルカンデッキを選んだ理由
元々使っていたレッダーシダーよりもコストパフォーマンスが高く、品質的に
も優れていると感じたためです。

こだわった点
特にありませんが、ソフトウッドな
ので傷に注意して施工しました。

今回は玄関前およびリビング前のカバードポーチの
施工についてお話を伺いました！
バルカンデッキを選んだ理由やお客様の反応は
どうだったのでしょうか……！？

熱中症と聞くと真夏のイメージですが、夏の暑い時期だ
けでなく、梅雨の晴れ間や梅雨明けの急に暑くなった時
期にも熱中症になる人が多くなっています。さらに梅雨
の時期は気温だけでなく湿度も高くなり、熱中症のリス
クが高まります。熱中症対策への意識を持ち、熱中症対
策グッズを上手く活用して快適な夏を過ごしましょう！

熱中症と聞くと真夏のイメージですが、夏の暑い時期だ
けでなく、梅雨の晴れ間や梅雨明けの急に暑くなった時
期にも熱中症になる人が多くなっています。さらに梅雨
の時期は気温だけでなく湿度も高くなり、熱中症のリス
クが高まります。熱中症対策への意識を持ち、熱中症対
策グッズを上手く活用して快適な夏を過ごしましょう！

現場でのお仕事時など、たくさん汗をかくとき
は、塩分補給も必要。素早く塩分摂取したいな
ら、口にポンと放り込める塩飴や塩タブレットな
どが便利です。なお、スポーツドリンクには塩分
が含まれるので、これらと一緒に摂取する場合
は、過剰摂取にならないよう、それぞれの摂取量
に注意しましょう。

趣 味
休 日 の 過 ご し 方
お気に入りの仕事のおとも
座 右 の 銘
一 言 コ メ ン ト

ウォーキング､温泉
家でのんびり過ごすか温泉ですね。
音楽とYouTube
人の為に生きる！
水廻りメーカーです｡タカラはやはりホーローですね｡全国約170ヵ所の
ショールームで｢見て｣｢触れて｣｢納得｣｡皆さまのご来場をお待ちしています｡

：
：
：
：

自
己
紹
介

タカラスタンダードのボリュームゾーンのホーローシステムキッチンが生まれ
替わりました！中級シリーズの｢エマージュ｣と｢リテラ｣を統合し､商品設定をわ
かりやすくしています｡また､キッチントータルでのデザイン性を追求､多様なリ
フォームに対応できる商材を強化しました｡扉カラー･デザインも強化し､扉と
モールの組合せで選べるカラーバリエーションは72通りもあります｡

商 品 紹 介

ホーローシステムキッチン

トレーシア
使う人が永く愛せる｢宝物｣の様なキッチン

耐震システムバス

レラージュ
ゆとり時間が生まれる､よくばりなバス

1

商 品 紹 介

毎日使う人への思いやりにあふれた素材選びと､シンプルで丈夫な造りで､美しさも
使いやすさもずっと続くタカラスタンダードのシステムバスがこの春大きく生まれ変
わりました｡浴槽の素材は鋳物ホーロー･アクリル人造大理石･ステンレス･FRPから
選べ､本体は震度6強にも耐える耐震構造になっています｡またホーロー壁をはじめ
お手入れしやすい素材を採用しています｡

2

今回は、
タカラスタンダード株式会社　仙台支店
営業部 販売課  課長代理の

渡辺 修さんが
おすすめ商品を
教えてくださいました！

家事を楽にするシンク
｢家事楽シンク｣が人気
のアイテムです｡3層構
造のアクリル人大シン
クはキッチンでの作業
をより楽にし､時短に
つながります｡継ぎ目
もなく、お掃除も大変
楽です｡

タカラシステムバスの大きな特長
の一つである｢ぴったりサイズ｣は
リフォームなどで浴室空間を無駄
なく使えると好評をいただいてい
ます｡小さな浴室から大きな浴室
まで25ミリ単位で対応します｡

株式会社フォレスティ峯岸



４月25日から放送されていたTBS系日曜劇場「ドラゴン桜」の教室・
会議室のセットに、当社「銘樹ヘリンボーン ブラックウォールナット」が
使われました！
お問い合わせは当社までお待ちしております！

従来のヘリンボーンの職人技を必要とする施工をより簡単に行え
るよう最適化されたプロダクト。４ピースを仕組んだユニットで、
施工時間を従来の１/４に。

重厚感と木のぬくもりを堪能できる、２mm厚の挽き板を使用。
上質な存在感が付与する品のある佇まいこそが大きな特徴です。

～ 歴 史 に 愛 さ れ た、美 しき 床 ～

歴史に愛された美しき床。銘木の個性を吹き込み、新たな表情に。
何世紀にもわたり愛されてきたデザインの力と、

銘木の美しさの結合により生まれた、表情豊かなフローリングです。

新発想で開発した省施工設計

厚さ２mmの「挽き板」の存在感

「銘樹ヘリボーン ブラックウォールナット」が、
TBS 日曜劇場のセットに採用されました！

ブラックウォールナット
MHBH-WAL-A(B)

ブラックチェリー
MHBH-CHE-A(B)

ハードメープル
MHBH-HM-A(B)

レッドオーク
MHBH-ROA-A(B)

EIDAI
公式 Instagram
アカウント

N E W S

CHE
CK!

銘 樹ヘリンボーン
H E R R I N G B O N E

株式会社フォレスティ峯岸



東北で唯一、アツアツの皮が特徴の
ホワイト餃子が楽しめます！

これ食べて！これ食べて！
どんどん気温が上がっていく７月は熱中症や日焼けも気になるところ。
お家で快適にお取り寄せグルメを堪能するのはいかがでしょうか？
今回は浅川さんのおすすめ商品をご紹介！お酒にも合いそうです！

どんどん気温が上がっていく７月は熱中症や日焼けも気になるところ。
お家で快適にお取り寄せグルメを堪能するのはいかがでしょうか？
今回は浅川さんのおすすめ商品をご紹介！お酒にも合いそうです！

お取り寄せグルメ紀行

栄養のバランスを考えて野菜を中心に豊富な具材が入っており、皮は、普段食べている餃子と比べたらかなり分厚くパリパリです。皮を食べると、香ばしさをほんのりと感じることができます。

浅川雅之さん
イチ押し！

注文は
こちらから

〒981-1224
宮城県名取市増田3丁目1-40
TEL：022-382-4880

業務用次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
ジアイーノ
ＷＥＢサイト

ホワイトギョーザ

サガノ家
焼き餃子

発祥の地、千葉県野田市で
は連日売り切れとのこと。
お稲荷さんのようなまん
じゅう型の焼き餃子で、実
店舗にはチーズ餃子もあ
ります！

空気を洗おう！  
キャンペーン 

ー期　間 ー
ご案内日 ～ 2021年８月末日NEWS

期間中に対象商品のポイントに応じて
記念品を進呈いたします。

   対  象 　　　代理店様　販売会社様
対象商品　　 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ

60pt

F-JDS70-W　
本体希望小売価格
448,000円（税抜）

～56畳

40pt

F-JDL50-K　
本体希望小売価格
357,000円（税抜）

～40畳

40pt

F-JDL50-W　
本体希望小売価格
357,000円（税抜）

～40畳

25pt

F-JML30-W　
本体希望小売価格
263,000円（税抜）

～24畳

10pt

F-MVB21-WZ　
本体希望小売価格
160,000円（税抜）

～12畳

10pt

F-MVB11-W　
本体希望小売価格
128,000円（税抜）

～9畳

40pt

60pt40pt20pt

F-JCT30-WZ　
本体希望小売価格
362,000円（税抜）

～26畳

水道直結
タイプ

記 念 品

Aコース

Bコース

ライオン　
キレイキレイ液体ハンドソープセット
内容：キレイキレイ薬用液体ハンドソー
プ250ml×１・キレイキレイ薬用液体ハ
ンドソープ詰替え用200ml×２

ウェルチ
100％果汁ギフト12本
内容：「ウェルチ」100（グレープ・アップル・
オレンジ）×各４

銀座千疋屋
銀座ゼリー９個入
内容：マンゴー、キウイ、ブルーベリー×各
２、ラ・フランス、グレープフルーツ、さくら
んぼ×各１

時間待ちの繁盛店
ラーメン４食
内容：小樽「桂苑」味噌味、喜多方「まるや」
醤油味各２食入×各１

手延素麺
揖保乃糸（特級品）12束
内容：50g×12束

新潟産こしひかり　食卓彩セット
内容：（フリーズドライ）具材を味わうおみそ
汁（豚汁・ほうれん草・長ねぎ）×各１、北海
道産焼鮭切身×３、新潟産こしひかり×３、

（フリーズドライ）たまごスープ×３

SUMMER
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