
10月31日はハロウィン。

仮装をしたり、かぼちゃのランタンを作ったり、

いたずら心いっぱいの楽しい行事ですね。

そこで今回は、プレゼントや持ち寄りパーティー

にぴったりな、ハロウィンスイーツレシピをご紹

介します。

どれもお手軽レシピですので、お子様と一緒に楽

しみながら作ってみてはいかがでしょうか？

　2020年オリンピック、東京開催が決定しました！

　東京オリンピック開催で、海外からたくさんのお客

様が日本へ訪れるでしょうし、オリンピック関連の建

設需要の増大、関連商品の販売など、日本の景気に

とっても大きなプラスになりそうです。久しぶりの明

るいニュースで、とても嬉しくなりました！

　今回は、少し前から騒がれているアベノミクス、そ

して、東京オリンピック開催が住宅ローン金利にどの

ような影響を与えるのか考えてみたいと思います。

　フラット35などの固定金利で住宅ローンを組まれて

いる方は別として、変動金利などでローンを組まれて

いる方にとっては、購入後も住宅ローン金利の動向は

大変気になるところです。

　金利動向に応じたローンの組み換えや返し方の工夫

次第で、総支払額は何百万円も変わってきますので、

しっかりとしたお金に対する戦略を考えることが重要

になります。

　東京オリンピック開催により、今後、開催に向けて

数多くのイベントが行われるでしょうし、新商品や新

しいサービスも提供されることになります。もちろ

ん、オリンピック関連施設の建設にも多額の資金が投

資されることでしょう。

　その結果、東京オリンピック開催直前には、オリン

ピック関連消費が拡大し、景気にプラスの効果をもた

らすことが予想されています。また、オリンピックに

関わる費用を賄うために、今後、新規の国債の発行も

可能性があります。

　一方で、消費回復、国債発行は、金利上昇を招く一

因になりますので、オリンピック開催により、住宅

ローン金利の上昇にも少し影響を及ぼすことになるか

もしれません・・・。

　ただ、東京オリンピック開催による経済に与えるイ

ンパクト単体として考えれば、500兆円を超える日本の

経済規模からすれば、微々たるものです。よって東京

オリンピックが住宅ローン金利に与える影響はあまり

無いと考えたほうがよさそうです。

　多くの専門家が推測しているように、今後、住宅

ローン金利は上昇していくと言われていることを考え

ると、オリンピック開催は住宅ローン金利上昇のひと

つの要因くらいでしかなく、そもそも、これまでの経

済動向から金利上昇トレンドはしばらく続きそうであ

ると考えられるかと思います。

　2013年度末には国債発行残高は1000兆円を超えるま

で増えていますし、不動産・株価アップによる国債か

ら他の投資への資金の流れ、景気回復による金利上昇

圧力の増加など、いつでも金利上昇をしてもおかしく

ないという状況になっています。

　急に１～２％上昇するということは無いと思います

が、2014年以降、いよいよ、金利上昇がはじまり、住

宅ローン金利も上昇することになりそうです。

　重ね重ねになりますが、金利動向に応じたローンの

組み換えや返し方の工夫次第で、総支払額は何百万円

も変わってきます。しっかりとしたお金に対する戦略

を考えることが重要になりますので、経済情勢・金利

動向をしっかりと見極めて手を打っていきましょう。

　ローンの組み換え、繰り上げ返済など、お金のこと

についてのご相談などございましたら、いつでもお気

軽にご相談下さい！

「ＲＥＡＬＷＯＯＤ ＮＯＴＥ」は株式会社リアルウッドがお施主様向けに毎月発行しているニュースレターです。

【下準備】

●粉ゼラチンを水70mlに振り入れ、ふやかし

ておく。

●バットにコーンスターチを1～1.5cmの深さ

に入れ、表面を平らにしてからカレースプー

ンの丸みを利用しておばけの形に22個凹みを

作っておく。

【作り方】

１. 小鍋にグラニュー糖100gと水80mlを入れ

て火にかけ、グラニュー糖を煮溶かす。ふや

かしたゼラチンを加え、混ぜながら余熱で溶

かす。

２. ボウルに卵白とグラニュー糖大さじ1を

入れ、ハンドミキサーでしっかり角が立つま

で泡立てる。（１）を少しずつ加えながらさ

らに泡立てる。

３. バニラエッセンスを加え、トロミがつく

までスプーンで混ぜ合わせる（気泡を消しな

がら優しく）。バットの凹みに流し入れる。

４. 冷蔵庫で10分冷やし、かたまったら表面

にもコーンスターチをまぶす。余分な粉をハ

ケで払い落とし、チョコペンでおばけの顔を

描く。

【材料　22個分】

・粉ゼラチン／15g

・水／70 ml

・コーンスターチ／適量

・グラニュー糖／100g

・水／80ml

・卵白／1個分

・グラニュー糖／大さじ1

・バニラエッセンス／適量

・チョコペン／1～2本

【下準備】

●無塩バターは常温にもどす。

●薄力粉とココアパウダーは合わせて振るっ

ておく。

●オーブンは160℃に予熱しておく。

【作り方】

１. 無塩バターを泡立て器でクリーム状に練

り、粉砂糖を加えよく混ぜ合わせる。卵黄、

塩を加えてさらによく混ぜ合わせる。

２. 合わせた粉類を2回に分けて加え、泡立

て器からゴムベラに変えてサックリ混ぜ合わ

せる。均一に混ざったらひとまとまりにして

ラップで包み、冷蔵庫で30分～1時間寝かせ

る。

３. 冷やしておいた生地を厚さ5mmにめん棒

で伸ばし、コウモリの型で抜き、目の部分に

チョコチップを埋める。

４. オーブンシートを敷いた天板に並べ、

160℃に予熱しておいたオーブンで15分焼

く。焼けたらケーキクーラーにのせて冷ま

す。

【材料　4～5人分】

・無塩バター／100g

・粉砂糖／100g

・卵黄／1個分

・塩／少々

・薄力粉／200g

・ココアパウダー／15g

・ホワイトチョコチップ／適量

【下準備】

●カボチャは解凍し、皮を削ぎ落としてマッ

シュし、メープルシロップを加えて混ぜる。

●薄力粉は網で振るっておく。

【作り方】

１. 大きめのボウルに卵を割り入れ、ブラウ

ンシュガーを3回に分けて加えながらハンド

ミキサーでもったりするまで泡立てる。

２. (１)に振るった薄力粉を入れ、ゴムベラ

でサックリ混ぜ合わせて2等分にする。

３. 半量の生地にマッシュしたカボチャを入

れ(カボチャ生地)、もう1つにはココアパウ

ダーを振り入れ(ココア生地)、サックリ混ぜ

合わせる。

４. 耐熱のシリコン型にカボチャ生地を5分

目まで入れ、その上にココア生地を9分目ま

で入れる。

５. ふんわりラップをし、電子レンジの弱

(300W)で5分加熱する。竹串を刺して、生地

がついてこなければ型から取り出し、ケーキ

クーラーの上で冷ます。

【材料　8個分】

・カボチャ(冷凍)／100g（正味）

・メープルシロップ／大さじ1

・卵／3個

・ブラウンシュガー／70g

・薄力粉／70g

・ココアパウダー／10g

◆アンテナ／屋根の上などに設
けられたテレビアンテナなど、
強風に耐えられるかどうか確認
します。
◆植木／強風で枝が折れて建物
を損壊したり、電線に引っか
かっては大変です。添え木をし
たり、張り出した枝や電線に近
い枝などは切り落としておきま
しょう。
◆屋外コンセント／雨水が入ら
ないように確認しておきます。

台風が去った後は、次のことを

チェックしてみてください。

◆屋根瓦のずれ、はがれ

◆雨どいのたわみ、はずれ、つ

まり

◆屋根の谷部分やバルコニー、

カーポートの排水のつまり

◆破風板、鼻隠しの損傷

なお、危険を伴うものは専門の

業者に依頼してください。

【【【【リアルウッドリアルウッドリアルウッドリアルウッドのののの仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち。。。。PARTPARTPARTPART....７７７７】】】】
　毎月、少しずつ弊社スタッフを紹介しています。お目にかかったことのないスタッフもいるかと思いますが、皆、弊社自慢のスタッフです！ぜひ名前と顔を覚えてくださいね。
　今月は「リアルサービス」のスタッフ紹介～後編～です。(株)リアルサービスは、リアルウッドで建築いただいたお住まいの定期点検やリフォームなどを専門に行っています！

株式会社リアルウッド
　本社
　〒340-0051　埼玉県草加市長栄町837-2
　TEL：048-943-5000　FAX：048-943-5005

◆「ＲＥＡＬＷＯＯＤ ＮＯＴＥ」の記事に関する
　お問合せは、上記までお願いいたします。

事業内容
　注文住宅事業、分譲住宅事業、リフォーム事業、
　アフターメンテナンス事業、地盤改良事業

事業所
　埼玉県草加市、茨城県つくば市・ひたちなか市・
　牛久市・取手市

　当社は「お客様と品質を第一主義とする」ことをモットーに、創業以来、東京・埼玉・茨城・千葉
を中心に3500棟を超えるお引渡し実績を積んでまいりました。その実績を支えたのは、確かな技術力
とリアルウッド職人集団です。そして地域密着の住宅会社として、お引渡し後もしっかりとしたアフ
ターメンテナンスを行うための体制を整え、お客様の家守りとして役割を担っています。
　私たちは現状に満足することなく、常にお客様の感動と満足を追求し続け、時代に沿ってさまざま
なお客様のニーズに応える住まいを提供してまいります。

株式会社リアルサービス

カスタマーサービス部

工務

 　　 Yakou　　　 　　 Kenji

谷古宇　健司

　チームワークが良く敏速な対応がリアルウッドの自慢です。

　できる限り言動や行動などの間違いが無いよう、丁寧な対応を心がけています。十分なヒ

アリングとコミュニケーションをとることで、お客様が言葉に表せない要望や願望を叶える

ことができればと思っております。

profileprofileprofileprofile
年齢：５８歳
血液型：Ａ型
星座：てんびん座
趣味：日曜大工、植物
の育成
座右の銘：なるように
しかならない！
長所・短所は裏表

株式会社リアルサービス

カスタマーサービス部

工務

 Ooishi　　　 Yoshinari

大石　良成

　入社して２年を過ぎました。以前も住宅関係の仕事に携わっておりましたので、住まいに

関わるどんなお悩みにも的確なアドバイスができます！

　「お客様に満足とサービスを」を心に、いつも笑顔で対応しております。お家の事ならど

んな事でも聞いてください。

profileprofileprofileprofile
年齢：５９歳
血液型：Ｏ型
星座：しし座
趣味：旅行、映画鑑賞
座右の銘：やって見
せ、言って聞かせて、
させてみて、誉めてや
らねば人は動かない。

気温が10℃を下回ると暖房が必要になると言われています。
本格的な冬が来る前に床暖房の点検をしておいた方が安心ですね。
不凍液の補充や、オイルタンクの水抜きなどはご自身でも出来ます
のでチャレンジしてみてください。

そろそろそろそろそろそろそろそろ床暖房床暖房床暖房床暖房をををを使使使使いたいのですがいたいのですがいたいのですがいたいのですが、、、、使用開始使用開始使用開始使用開始にあたりにあたりにあたりにあたり
注意注意注意注意することをすることをすることをすることを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。

◆不凍液の補充
床暖房の不凍液は使用に伴い蒸発します。年に一
度はボイラーの外部にある窓から不凍液の量を確
認し、ＬＯＷレベルに近くなったら補充を行って
ください。補充する不凍液はメーカー指定の同じ
種類の物とし、間違っても自動車用のクーラント
などは入れないでください。
また、ボイラーを運転すると不凍液は体積膨張し
ますので、タンクの口いっぱいに不凍液を入れて
しまうと溢れ出して漏電を起こしたり、ボイラー
が故障してしまう事があります。補充の際はタン
クの上限ラインより上には入れないでください。

◆オイルタンクの水抜き
空気中の水分が結露してタンクの中に溜まっ
たり、灯油を入れる時に水やゴミが入る事が
あります。水やゴミがボイラーまで行ってし
まうと故障の原因にもなりますので注意して
ください。
作業方法はオイルタンクの下に付いているド
レンバルブをゆるめて紙コップなどに灯油を
抜き取ります。抜き取った灯油をよく見てゴ
ミや水がないか確認してください。
水は灯油より重いので分離して下に溜まるの
ですぐに分かります。

リアルサービスリアルサービスリアルサービスリアルサービスではではではでは不凍液交換不凍液交換不凍液交換不凍液交換などのなどのなどのなどのメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスもももも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。
℡℡℡℡０４８０４８０４８０４８－－－－９４３９４３９４３９４３－－－－１０９７１０９７１０９７１０９７までまでまでまで、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

　　国土交通省はこのほど、平成２６年度予算概算要求の基

本方針を明らかにし、「中古住宅流通・リフォーム促進等の

住宅市場活性化」の予算として８０億円の要求を決めまし

た。これは今年度に比べ約８倍の規模です。この他、中古・

リフォーム促進の市場活性化に向けた施策が多数盛り込ま

れ、全体的に、新築よりも中古流通・リフォームを重視した

予算要求となっていると見て

よいでしょう。

　すべてが実現するとは限り

ませんが、ストックの良質化

を重視する政府の方向性に合

致しており、実現する可能性

は高そうです。

　　　　江東区江東区江東区江東区・・・・ＫＫＫＫ様様様様

◆お施主様より一言

　家族内の意見がばらばらになったとき

も、うまく調整してまとめてもらいまし

た。同僚にも「都内にこんな豪邸を建てた

なんて！」と褒められたほどです。

　引っ越して間もなくふたり目が生まれ、

さらに賑やかになりました。家族みんなで

快適に暮らしています。

◆こだわりポイント

　デッドスペースになる階段下を利用し

て、ご主人の念願だった趣味専用のお部屋

を設けました。

◆担当より一言

　本社屋のご近所にお住まいだったお施主

様。お子様の成長に伴い、ご両親のお住ま

いを簡易二世帯住宅へ建替えされました。

住まい手目線の提案も積極的にしていただ

き、Ｋ様ならではの住み心地の良い家に

なったと思います。


