
        愛犬愛犬愛犬愛犬とととと幸幸幸幸せにせにせにせに    

        暮暮暮暮らすらすらすらす住住住住まいのまいのまいのまいの    

        工夫工夫工夫工夫をををを募集募集募集募集しますしますしますします    
         

  

 

   

      

   応募期限応募期限応募期限応募期限：：：：８８８８月月月月３３３３1111日日日日        

この他 ドッグスペースドッグスペースドッグスペースドッグスペース賞賞賞賞    ････困困困困ったったったった解決賞解決賞解決賞解決賞    など、多彩な賞と賞品をご用意してお待ちしております。 

設計士・建築業者などが対象となります。 

一般の愛犬家の方が対象となります。 

プロ部門 大賞大賞大賞大賞    １１１１名様名様名様名様    １０１１０１１０１１０１，，，，００００００００００００円円円円    

ＤＩＹ部門 大賞大賞大賞大賞    １１１１名様名様名様名様    １０１１０１１０１１０１，，，，００００００００００００円円円円    

リビングにすっきりおさまるリビングにすっきりおさまるリビングにすっきりおさまるリビングにすっきりおさまる    

愛犬愛犬愛犬愛犬のトイレがつくりたいのトイレがつくりたいのトイレがつくりたいのトイレがつくりたい…………    

がテーマのがテーマのがテーマのがテーマの作品作品作品作品ですですですです♪♪♪♪    

第１回コンテスト大賞 

たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、愛犬愛犬愛犬愛犬がががが自由自由自由自由    

にににに動動動動きまわれるようにきまわれるようにきまわれるようにきまわれるように    

工夫工夫工夫工夫したしたしたした住住住住まいまいまいまい。。。。    

収納収納収納収納とととと食事食事食事食事スペースをスペースをスペースをスペースを    

合体合体合体合体…………。。。。そんなそんなそんなそんな住住住住まいまいまいまい    

のののの工夫工夫工夫工夫をををを教教教教えてえてえてえて！！！！    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

矢   内 

突然ですが私は以前から､カラダによいとされるものを購入 

してしまう､あまり良いとは言えないクセがあります｡ なぜ良い 

とは言えないのかと言うと… 『買うだけで満足症候群』という 

悪癖を持っているのです｡ 買う前は入念に調べ､これはイイ 

と納得して買うのですが､いざ手元にくると既に魅力が半減 

していて… こんな私の被害にあった最近の品々は､『ココナ 

ツオイル』に『ゴマ麦茶』や『ごぼう茶』などなど｡ この他にも､ 

以前買った健康器具たちが､納戸のスミで 

所せましと冬眠しています｡ あ～ぁ､いつか 

この悪癖から､白雪姫みたいにステキな王子 

様が目覚めさせてくれないかな。。(-”-) 

 

スタッフのひとりごスタッフのひとりご

釜入り前の 

Ｍｙ器です♪ 

           いけばな池坊門弟の私は、つくば紫峰会支部に属し日々稽古と月例の研究会にて、 

           仲間とともに日本伝統文化「生け花」を学んで早３６年。また青年部という全国組織の 

           活動も盛んで、各支部毎に花展開催や親睦活動を行っています。先月はつくば文化郷 

           陶芸舎にて『自作の花器に花を生けよう』をテーマに『てびねり陶芸体験』をしてきました。 

           陶器好きの私は、かつて笠間のロクロ体験で作った食器たちを毎日愛用しています。 

今回のてびねり花器は青年部 （ ここでは私もギリ青年(^^ゞ ）卒業記念品として大切にしたいと思います。 

…ぼちぼち素焼きされている頃でしょうかねぇ。７月、Ｍｙ器との対面が楽しみです～！     アドバイザー ： 金 井 

  ご存知ですか？『愛犬家住宅コーディネーター』 

千葉南店千葉南店千葉南店千葉南店：：：：堀堀堀堀    つくばつくばつくばつくば店店店店：：：：田中田中田中田中    

                                        専門専門専門専門スキルをスキルをスキルをスキルを身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、検定試験検定試験検定試験検定試験    

合格者合格者合格者合格者がががが持持持持つつつつ資格資格資格資格ですですですです。。。。愛犬愛犬愛犬愛犬のののの「「「「育育育育てててて方方方方」」」」やややや「「「「住住住住まままま    

いいいい方方方方」」」」といったソフトとハードをといったソフトとハードをといったソフトとハードをといったソフトとハードを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた提案提案提案提案でででで、、、、    

愛犬家愛犬家愛犬家愛犬家のののの皆皆皆皆さまのおさまのおさまのおさまのお悩悩悩悩みをみをみをみを解決解決解決解決しますしますしますします。。。。当社当社当社当社にはにはにはには    

『『『『愛犬家住宅愛犬家住宅愛犬家住宅愛犬家住宅コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター』』』』    がががが在籍在籍在籍在籍しておりましておりましておりましておりま    

すのですのですのですので、、、、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。。。。    

047-429-2117 

リフォームリフォームリフォームリフォーム夢夢夢夢プラザつくばプラザつくばプラザつくばプラザつくば店店店店    
〒300-0845 土浦市乙戸南２－８－１７ 

リフォームリフォームリフォームリフォーム夢夢夢夢プラザプラザプラザプラザ    

  営業時間１０：００～１８：００ 定休日：毎週木曜 

ＱＲＱＲＱＲＱＲコードからもごコードからもごコードからもごコードからもご覧頂覧頂覧頂覧頂けますけますけますけます    http://www.isghttp://www.isghttp://www.isghttp://www.isg----reform. jp/reform. jp/reform. jp/reform. jp/    

詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容はははは､､､､当社当社当社当社までおまでおまでおまでお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問合問合問合問合    

せくださいせくださいせくださいせください｡｡｡｡ＱＲＱＲＱＲＱＲコードでもコードでもコードでもコードでも受付受付受付受付ておりますておりますておりますております｡｡｡｡    

          お  問 合 せ 先 

ごごごご応募応募応募応募いただいたいただいたいただいたいただいた中中中中からからからから、、、、愛犬家必読愛犬家必読愛犬家必読愛犬家必読    

『『『『愛犬愛犬愛犬愛犬とととと幸幸幸幸せにせにせにせに暮暮暮暮らすらすらすらす住住住住まいのまいのまいのまいの本本本本』』』』

をををを抽選抽選抽選抽選でででで１０１０１０１０名名名名さまにさまにさまにさまに    プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント    

 『愛犬と幸せに暮らす住まいの本』プレゼント 

              応  募  方  法    

      写真写真写真写真をごをごをごをご用意用意用意用意のののの上上上上､､､､下記下記下記下記のののの方法方法方法方法にてごにてごにてごにてご応募応募応募応募くださいくださいくださいください｡｡｡｡    

◆◆◆◆メールメールメールメール：：：：下記下記下記下記アドレスにアドレスにアドレスにアドレスに写真添付写真添付写真添付写真添付のののの上上上上､､､､ごごごご応募応募応募応募くださいくださいくださいください｡｡｡｡    

                                                EEEE----mail : info@isgmail : info@isgmail : info@isgmail : info@isg----reforrm. jpreforrm. jpreforrm. jpreforrm. jp    

◆◆◆◆郵郵郵郵            送送送送：：：：写真同封写真同封写真同封写真同封のののの上上上上､､､､下記住所宛下記住所宛下記住所宛下記住所宛にににに『『『『愛犬家住宅愛犬家住宅愛犬家住宅愛犬家住宅    

                                                        住住住住まいのまいのまいのまいの工夫工夫工夫工夫コンテストコンテストコンテストコンテスト』』』』係迄係迄係迄係迄ごごごご郵送郵送郵送郵送くださいくださいくださいください｡｡｡｡    

◆◆◆◆そのそのそのその他他他他：：：：各店舗各店舗各店舗各店舗､､､､またはまたはまたはまたはリフォームリフォームリフォームリフォーム担当担当担当担当におにおにおにお渡渡渡渡しくださいしくださいしくださいしください｡｡｡｡    

  長生郡長柄町 Ｓ様邸 

担当アドバイザー ： 宮内       

Ａｆｔｅｒ 

 Ｂｅｆｏｒｅ 

とても趣のある純和風住宅を別荘としてお使いになっているＳ様からのご相談は、「朽ち果ててしまった濡れ縁を 

なんとかしたい。」とのことでした。当初Ｓ様は、お手入れが簡単で腐りにくく、かつ、建物に似合うデッキタイプの 

濡れ縁をご希望でした。 しかし宮大工仕様の素晴らしい建物であるため、イメージを壊してしまう恐れがあり、 

同じヒノキで施工することをおススメしました。 また使い勝手の悪くなった門扉も一緒にリフォーム。 こちらも、 

イメージを壊さない落ち着きのあるタイプを採用致しました。 完成後はヒノキの香りが家中に漂い、まるで 

古き良き時代にタイムスリップしたような、癒しの空間へと生まれ変わりました。 

お客様とは、メールや写真等で打合せをさせていただいておりましたが、 

完成した建物をご覧になりとても喜んで下さいました。 

  とても風雅な 

  佇まいが再現 

   されました！ 

Ａｆｔｅｒ 

Ａｆｔｅｒ 

Ｂｅｆｏｒｅ 

 Ｂｅｆｏｒｅ 

今月のリフォーム施工事例 

おおおお    情情情情    報報報報    ！！！！    得得得得    

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間期間期間期間 
 

  

 

８８８８////３１３１３１３１マデ 

リフォームをごリフォームをごリフォームをごリフォームをご検討検討検討検討されているおされているおされているおされているお友達友達友達友達やおやおやおやお知知知知りりりり合合合合いのいのいのいの方方方方をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介くださいくださいくださいください！！！！    

  ＪＴＢ旅行券 

ナイストリップ：１万円分 

イオンギフトカード 

    １万円分 

ごごごご成約成約成約成約（（（（３０３０３０３０万円以上万円以上万円以上万円以上のリフォームのリフォームのリフォームのリフォーム工事工事工事工事））））いただいたいただいたいただいたいただいた場合場合場合場合、、、、ごごごご成約者成約者成約者成約者とととと    

ごごごご紹介者紹介者紹介者紹介者のののの方方方方にアイ・エスにアイ・エスにアイ・エスにアイ・エス オリジナルクオカードオリジナルクオカードオリジナルクオカードオリジナルクオカード１１１１万円分万円分万円分万円分をプレゼントをプレゼントをプレゼントをプレゼント !!!!    

下記の商品券からもお選びいただけます 



省省省省エネエネエネエネ商品商品商品商品でででで    

  光熱費が 
     オトク！！！！ 

   省エネ住宅ポイントで 

 最大３０万円 
   相当額がオトク！！！！ 

１３０１３０１３０１３０周年周年周年周年オトクーポンでオトクーポンでオトクーポンでオトクーポンで    

   最大５万円 
   割引でオトク！！！！ 

さらにさらにさらにさらに    

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間期間期間期間：：：：２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年８８８８月末日月末日月末日月末日までまでまでまで    

１３０
１３０
１３０
１３０    

年
に

一
度

の
大
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ャ
ン

ス
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周

年
オ

ト
ク
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ポ

ン
 

５１.６万円（税込） 

６８９，０４０円（税込） メメメメ    

クリンレディ 間口２５５ｃｍ 

ステンレスキャビネット／スライド収納／うきうきポケット付 

シロッコファンフード／ステンレスシンク 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

 

  

 ２０１５２０１５２０１５２０１５ ＮＥＷＮＥＷＮＥＷＮＥＷ    

 ２５２５２５２５％％％％    
        ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

   ５５５５５５５５％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

２７.６万円（税込） 

メメメメ    ６１３，４４０円（税込） 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

シエラ 

ステンレス天板／トレーボート収納扉 

間口２５５ｃｍ／シロッコファンフード 

「「「「うずのうずのうずのうずの力力力力」」」」でででで洗洗洗洗うううう    

   ５５５５５５５５％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

３０.２万円（税込） 

メメメメ    ６７１，５４４円（税込） 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

ミッテ 

ステンレス天板／スライド収納扉 

間口２５５ｃｍ／シロッコファンフード 

取取取取りりりり出出出出しやすくしやすくしやすくしやすく    

      しまいやすいしまいやすいしまいやすいしまいやすい    

                        「１３０周年オトクーポン」をご利用ください 

ＩＳ

ＩＳＩＳ

ＩＳ 

  

 

ＩＳ

ＩＳＩＳ

ＩＳ 

  

 

    オトクーポンの 

      ご利用で 

        最大最大最大最大5555万円万円万円万円    

    

        

        

        

    割割割割    引引引引！！！！    

                                日頃日頃日頃日頃のごのごのごのご愛顧愛顧愛顧愛顧にににに感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを込込込込めてめてめてめて！！！！    

「「「「１３０１３０１３０１３０周年周年周年周年オトクーポンオトクーポンオトクーポンオトクーポン」」」」実施中実施中実施中実施中！ ！ ！ ！ 割引率割引率割引率割引率はははは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの当社当社当社当社ガスごガスごガスごガスご利用利用利用利用    

年数年数年数年数にににに応応応応じてじてじてじて設定設定設定設定しておりますしておりますしておりますしております（（（（詳細詳細詳細詳細はははは５５５５月配布月配布月配布月配布のチラシをごのチラシをごのチラシをごのチラシをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください）。）。）。）。    

またまたまたまた当社当社当社当社のガスをごのガスをごのガスをごのガスをご利用利用利用利用でないおでないおでないおでないお客様客様客様客様にもにもにもにも、、、、おおおお得得得得なななな割引割引割引割引をををを実施実施実施実施させてさせてさせてさせて    

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。またとないこのチャンスまたとないこのチャンスまたとないこのチャンスまたとないこのチャンス 。。。。是非是非是非是非ごごごご活用活用活用活用くださいくださいくださいください！！！！    

キッチンリフォーム 
解体・処分／給排水配管／電気配線／機器組立 

２０９，５２０円（税込） 

標準 

工事費 

浴室リフォーム ３９７，４４０円（税込） 

解体・処分／給排水配管／組立／浴室入口壁補修・ 

入口枠取付／電気配線 

標準 

工事費 

 ４０．４万円（税込） 

メメメメ    ８０８，９２０円（税込） 

アライズ１６１６ 

サ－モバス浴槽／キレイ床／収納棚付 

ＦＲＰ浴槽／縦長ミラー 

省省省省エネエネエネエネ住宅住宅住宅住宅    

ポイントポイントポイントポイント対象対象対象対象    

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

   ５０５０５０５０％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

２０１５２０１５２０１５２０１５    ＮＥＷＮＥＷＮＥＷＮＥＷ    

   ５５５５５５５５％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

ユアシス１２１６ 

サ－モバス浴槽保温／キレイ床 

ＦＲＰ浴槽／縦長ミラー／収納棚付 

 

  

 省省省省エネエネエネエネ住宅住宅住宅住宅    

ポイントポイントポイントポイント対象対象対象対象    

 ３１万円（税込） 

メメメメ    ６８９，０４０円（税込） 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

トイレリフォーム 
解体・処分／フランジ交換／機器取付／配管接続 

２７，０００円（税込） 

標準 

工事費 

１４.７万円（税込） 

メメメメ    ２２５，５０４円（税込） 

 

  

 省省省省エネエネエネエネ住宅住宅住宅住宅    

ポイントポイントポイントポイント対象対象対象対象    
ピュアレストEX 

リモコン洗浄付 

ウォシュレットS1Aセット 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

4.8L超節水 

   ３５３５３５３５％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

メメメメ    ３２８，３２０円（税込） 

２３.１万円（税込） 

 

  

 省省省省エネエネエネエネ住宅住宅住宅住宅    

ポイントポイントポイントポイント対象対象対象対象    

床排水リモデル対応 

ネオレストDH２ 
タンクレスリモデルトイレ 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

3.8L超節水 

２０１５２０１５２０１５２０１５    ＮＥＷＮＥＷＮＥＷＮＥＷ    

   ３０３０３０３０％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

Ｍライン 

引き戸 

間口７５ｃｍ／三面鏡 

５.８万円（税込） 

メメメメ    １６９，０２０円（税込） 

   ６５６５６５６５％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

   ４０４０４０４０％％％％    
       

              

       ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    

引出しタイプ 

サクア 
間口７５ｃｍ／一面鏡 

１１.７万円（税込） 

メメメメ    １９６，７７６円（税込） 

更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

洗面リフォーム 
解体・処分／機器取替／配管接続 

１９，４４０円（税込） 

標準 

工事費 

鏡鏡鏡鏡がくもりにくいがくもりにくいがくもりにくいがくもりにくい    

しっかりしっかりしっかりしっかり収納収納収納収納    

●お客様のご要望と現状により工事価格が変わることがございます。   ●掲載の商品写真は、一部実際の商品と異なる場合がございます。ご了承ください。 

８５１，０４０円（税込） メメメメ    

４２.５万円（税込） 
更に！        １３０周年記念 

   クーポン割引適用！！ 

サザナ １６１６サイズ Ｓタイプ 

縦長ミラー／収納棚付／カラリ床 

ＦＲＰラウンド浴槽／洗面器設置台カウンター 

 

  

 省省省省エネエネエネエネ住宅住宅住宅住宅    

ポイントポイントポイントポイント対象対象対象対象    

 ５０５０５０５０％％％％    
        ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ    


