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畳 面 から９寸（
２ ７０ミリ）くら いの高 さ に、
床 の間 のな か、も しくは隣 に設 ける棚。

形 はさま ざま なも のがあり、琵琶床 （びわ どこ）とも いう。

皆さんの乗っている車は何色ですか？
もしブルー系なら事故に気をつけなければいけません。

仕様:

生分解性の苔等の除去剤です。

サイズ:

容量は 5 リットルです。

成分:

塩化ベンザルコニウム液 10％

【ネットで見
ネットで見つけた口
つけた口コミ】
コミ】
家の壁の苔に噴霧器（ホームセンターで 1500 円以内
で購入したプラスチック製）でかけただけで、苔の緑色
の液がたれてきました。
「モスボス」は水で 4 倍に薄めて使うの
ですが、計量カップがついているので、
簡単に使用できます。
我が家は光触媒の塗 装をしています
が、塗装への影響はなかったです。

統計学的にみて、ブルー系の色の車は事故に巻きこまれる確率が一番高いと
いわれています。

床の間は何のために存在
のために存在する
存在する？
する？
今では、和室を設ける家が少なくなり、床の間のある家も少な
くなりました。
通常床の間は一段高くなっており、床の間のある位置がいわ
ゆる上座です。
では、どうしてそのような形になったのでしょうか。床の間とは何
のためにあったのでしょうか。
その源流は室町時代にさかのぼります。
主君など立場が上の人が家臣などと会う場合に、主君が坐
る「上段の間」を他の部屋より一段高くするようになりました。
そしてその間を「床（とこ）」と呼ぶようになったのだとか。
その後、茶の湯の浸透などで、床の規模は縮小され、掛け軸
や花などを飾る場所に変化していったそうです。
床の間側が上座なのも、お客様をもてなす
掛け軸や花を飾る場所というだけでなく、
かつては主君が坐る場だった名残があるの
かもしれません。

ブルーとか紺色というのは自然界の色ですね。例えば海や川の水、空の色が
そうです。つまりブルー系の色には癒しの効果があり、他の車のドライバー
から見た場合、緊張感をゆるめてしまいやすいのです。
それだけでなく、紺色などは収縮して見えるので、存在感そのものが薄らぐ
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傾向があります。
20 年以上も前だったと思いますが、安全な車の色ということで白い車が流行
したことがありました。
ただでさえ、白はインパクトが弱いので白い車が増えると一つの風景として
錯覚しやすいのです。
その点、赤は逆に緊張を強いる色なので、事故に巻きこまれる確率は低いよ
うですが、赤や黄色などの派手な車に乗る人は、攻撃的な性格の人が多いよ
うで、色彩心理学的な意味とは違う意味で事故率は低くないようです。
黒い車。
これが最も事故に巻きこまれにくい色です。黒というと、どこか高級感があ
り、また乗っている人もそれ相応の人物というイメージがあります。それで、

にチェックを入れて下さい。

他の車のドライバーは黒い車を見たときには緊張し、意識します。
従って、事故に巻きこまれる確率を低くしたいのなら、車の色は黒というこ
とになります。
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季 節 のお手 入 れ 【
３月】

【 特徴】
対象物に繁茂した苔、藻、カビ除去に対して安全且つ殺菌効果を発揮します。
高圧洗浄でも落せない苔を根こそぎ分解！塗布後 2～3 日の時間をかけて、壁面や屋根にこびりついた
苔や藻・カビをゆっくり分解し落とします。
噴霧器での施工になるため、対象物表面を痛めることなく、かつての美しさを取り戻すことが可能です。
【対象】
対象】
屋根、敷石、ウッドデッキ、下見板張り外壁、アクリル樹脂系左官仕上材、窯業系サイディング、レンガ壁
【噴霧範囲】
噴霧範囲】
苔、藻、カビの繁茂状態に依存します。多孔質の表面材であれば、原液 5 リットルで 125 ㎡程度、穴が比較
的少ない表面材であれば 250 ㎡程度噴霧できます。

冬
• 季 に傷 んだ箇 所 の点検 を行 って下 さ い。

琵琶 棚（
床）（びわ だな ・とこ）
】
ハウジ ング用語 【

モスボスは屋根
モスボスは屋根、
ベランダ、ウッドデッキ、
ウッドデッキ、敷石、
敷石、レンガ、
レンガ、塀、あらゆる外壁
あらゆる外壁、
屋根、ベランダ、
外壁、
アウトドアファニチャーに蔓延
アウトドアファニチャーに蔓延る
蔓延る「苔」、「藻
」、「藻」、「カビ
」、「カビ」
カビ」を退治します
退治します。
します。
園芸用噴霧器でスプレーして
園芸用噴霧器でスプレーして簡単
でスプレーして簡単クリーン
簡単クリーン、
クリーン、しかも漂白
しかも漂白せず
漂白せず、
せず、生分解しますので
生分解しますので、
しますので、
環境に
環境に優しいアウトドアクリーナーのマイスターです。
しいアウトドアクリーナーのマイスターです。

【施工方法】
施工方法】
他の化学製品と混和しないでください。12 時間以内に降雨が予想される場合は施工を控えてください。
モスボス原液 1 に対して 4 倍の水道水を加えて希釈してください。水を加えてから良く混ぜてください。
低圧の園芸用噴霧器を使用して対象物に噴霧してください。乾燥時の曇天時が最も適した施工条件
です。
その後、固いブラシが高圧洗浄器にて死滅した苔、藻、カビを洗浄し落とすか、単純にそれらの死滅を待
ち、自然降雨などの浸食に任せます。壁面との調和を重視したデザインです。
モスボスは急速な効果よりも対象物表面を傷めずにゆっくりと効果を現します。
【仕様】
仕様】

① 紙とペンを用意して下さい。
鈴木住研の耐震ホームページをリニューアルしました！
耐震診断や補強工事をさせて頂き、お客様の声を頂き…
本当にありがとうございます！
日々の現場の様子や、社長・スタッフのブログなど…
マイペースで更 新しております（笑）すみません！
是 非ご覧になってください。
現在、新築・リフォームのホームページを作成しております♪
耐震ホームページ URL
http://www.suzukijyuuken.com/

① あなたは今、ダイヤモンドを一つ持っています。
それはどれくらいの大きさで、どんなダイヤモンドですか。
なるべく詳しく、具 体的に書いて下さい。

② 好きな色を 1 つ書いて下さい。
赤・青・黄色…etc
③ その色から思うイメージを 3 つ書いて下さい。
明るい・キレイ・鮮やか…etc
④ 好きな動物を 1 つ書いて下さい。
犬・猫・象…etc
⑤ その動物から思うイメージを 3 つ書いて下さい。
可愛い・気まぐれ・デカイ…etc
以上で心理テストは終わりです。結果は下の折れている部分に書いてあります♪

② あなたのダイヤモンドを盗もうと、誰かが後ろからこっそりと覗いています。
さて、それはいったい誰ですか。
③ あなたはそのダイヤモンドをもっと磨いてみることにしました。
さて磨いた結果はどうでしたか。
今までより美しくなりましたか。それともあまり変わりませんか。
④ あなたはあまりにも美しいそのダイヤモンドに名前を付けることにしました。
さあ、どんな名前を付けますか。
以上で心理テストは終わりです。結果は下の折れている部分に書いてあります♪

① あなたは知人から一冊の本をもらいました。
それは、有名な童話のようですが、あなたの知らない物語です。
この本はどんな内容の物語だと思いますか。
② 本をめくっていくと一枚だけ色の違うページがありました。
それは全体のどの部分にあると思いますか。
③ 物語の結末は、どうなったと思いますか。
以上で心理テストは終わりです。結果は下の折れている部分に書いてあります♪

① あなたは、大切な人にプレゼントを買うために街へ出かけます。
家から街へ着くまでは、どんな道のりですか。
② 街につき、あなたは人形を買うことにしました。
あなたが手にした人形を見 て「それが欲しい ！」と言 っている人がいます。
それは何歳くらいの人ですか。
③ あなたは人形をあきらめて、手作りのケーキを作ることにしました。
あなたは一生懸命作りました。
さあ、出来上がったケーキを見 た感想を言 って下さい。
④ 相手にプレゼントをあげようと、あなたはタクシーに乗ろうとしています。
手を上げると、そのタクシーは乗車拒否をしました。
去っていくタクシーに一言 、言 って下さい。
以上で心理テストは終わりです。結果は下の折れている部分に書いてあります♪

軟水のはなし
軟水のはなし

社長から
社長 から出
から出 された心理
された心理テストの結果
テストの結果
好きな色のイメージは自 分で思っているあなたのイメージです。
※明るい・キレイ・鮮やか…etc
好きな動物のイメージは周りの人達が思っているあなたのイメージです。
※可愛い・気まぐれ・デカイ…etc

一冊の
一冊の童話の
童話の結果
①はあなたが、こう生きたいという願望です。
②はあなたに転機が訪れる年齢です。
③はあなたの人生の結末です。

ダイヤモンドの
ダイヤモンドの結果
①は自 分自 身の評価です。
②はあなたを脅かす人。つまり目 の上のたんこぶです。
③は自 分の才能に対するあなたの評価です。
④は自 分に対して呼んで欲しい愛称です。

プレゼントの
プレゼントの結果
①はあなたの青春時代です。
②はあなたの精神年齢です。
③はあなたの初体験の感想です。
④は振られた時に言 う言 葉です。

