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幸珈琲SACHIcoff eeとは
リノベーション専門

ピット工務店のショールーム
兼カフェとして、2021年2月
にオープンしたばかりの新
店。築75年14年間空き家だっ
た元お花屋さんの中古物件を
フルリノベーションした空間
が、カフェとして楽しめる。コーヒーや紅茶、ラテ等ドリンクと、店主手作りのケーキ、サンドイッチ、ピザの
メニューが揃っている。
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何故ショールーム兼カフェなのか
「リフォームやリノベーションって気になるけど、

ショールームやモデルハウスは予約や営業があったりして
ちょっと面倒だな…」「工務店ってよく聞くけど、どんな
工事をしてくれるの？デザイン性はあるの？」といった声
に応えるべく、“幸珈琲SACHIcoffee”では「工務店がリノ
ベーションしたらこんな技術力でこんな空間が作れる」と
いうことを、カフェでゆっくり過ごしながら体感出来ます。
また、社会問題にもなっている空き家問題に対して、中古物件をリノベーションして住む、利用することに興味
を持ってもらうことで、社会貢献に繋がるきっかけ作りをしている。

幸珈琲SACHIcoff eeでは…
イベントやミーティング打合せ等の時間貸しにも対応しているほか、

もちろんリフォーム・リノベーションの相談も受けることができる。住宅だけ
でなく、店舗や会社改装のご相談にも対応でき、リノベーションした空間で
美味しいコーヒーを飲みながら、安心してお話を進める事ができる。

今後の幸珈琲SACHIcoff ee
「たくさんの方に来て頂きリノベーションした空間を見てほしい」という

思いから、現在月1～ 2回程度、ワークショップや販売会、講座等のイベントを
開催している。また、今冬に完成予定のテラススペースでは、野外イベントや
お子様の遊べる空間のご用意、グランピングスペースとしてのレンタルを
計画中。「今後も地域の方と繋がり、楽しいことや悩みに寄り添える企画をし、
“何か行きたくなる場所”“リノベーションといえばあそこ”を目指していきたい
と思います。」と代表の石田さんは語る。今後のさらなる活躍に期待したい。

＊本コーナーでご紹介を希望される会員事業所様は経営支援課までお気軽にご連絡ください（TEL. 072-775-1221）

会員ひろ
ば

代　表：石田 千紗
所在地：伊丹市宮ノ前1－3－7
電　話：072－773－5887
営業時間：9:00～18:00
定休日：水曜日、日曜日
https://mmb-pit.com/sachicoffee/

幸珈琲SACHIcoffee
リノベーションショールーム＆カフェ

特　　典

2022年3月31日まで
「会議所ジャーナルを見た！」
で初回ドリンク1杯無料！
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