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Ｉ・Ｓでんき 

  ＊＊ キャンペーンの詳細は下記担当店までお問合せください ＊＊ 

クオカード３,０００円 

または 

セブン＆アイ共通商品券 

      ３,０００円 

おトクな「Ｉ・Ｓでんき」をＷｅｂで 

  お申込みいただいた方全員へ 

 お好きなギフトカードプレゼント！！ 
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ぬ  愛犬と一緒に暮らす 

 ワン ダフルLife♪ 

受付日:２/２８(水)迄 

スペース 

ボクの居場所はどこ？ 

ワンラブフロア 

汚れ 

 一般フロアー 

床 

キズ 

 コーティング剤 
AJ パ ー フ ェ ク ト

滑 り や す い フ ロ ー リ ン グ の 上 で は、              

足腰への負担が心配。ペット用床材に

張替えれば、滑りにくくて汚れ・傷にも強

くてお手入れカンタン！ また、今の床に

ガラスの塗膜が入った 

コーティング剤を施す 

 のもおススメです。             

              ドックトレーナーの話によると、家族が集まるリビ 

              ングにペットスペースを設けることで、犬はいつも 

              安心して休むことができ、しつけもしやすくなるとの 

              こと。きっと寂しがりやのワンちゃんたちは大喜び！ 

              造作家具などで手を加え、上部を壁面 

収納にすると、散らかしがちな小物を整理できます。また、ドアを 

ペットドアにすることで、ドアを閉めていてもワンちゃんの出入りが 

自由になり、お互いのストレスを軽減！開閉しないのでエコにも◎。 

快適だ 

ワン♪ 

エコカラット 

除菌洗浄消臭剤：AJブレイク・ワン 

新年 明けましておめでとうございます｡本年もどうぞよろしく 

お願い致します｡ さて､今年のお正月は皆さまどう過ごされ 

ましたか？初売りには行かれたでしょうか？私が子供の頃 

の商店は『盆・暮れ・正月』はきっちりお休み｡なのでお正月 

前に食料をたくさん買った記憶があります｡おせちの食材の 

他､蜜柑やラーメンなど箱買いが普通(笑) 最近は労働環 

境の改善などから､正月休みの見直しが始まっているとか｡                  

            お正月はみんなゆっくりしたいですよね。  

            シーンと静まり返った商店街も中々乙な 

           ものですし、私的にはそんな不便さもたま 

             にはいいかな。皆様はいかがですか？ 

             

           

金利 
０ ％ 

 金利・手数料は 

 
が負担いたします！      

＝ 対象条件 ＝ 

 *対象のリフォーム工事にリクシル 

  商品をご採用ください。 

 *2018年2月28日までのローンお申込み分 

 *2018年3月31日までに工事完了 

  ワンコもヒトもウチは 

    快適家族だワン❤ 

ｶｼﾞｶｼﾞ♪ 

ニオイ 

ｸﾝｸﾝ｡｡                        飼い主には中々気づか 

                       ないペットのニオイ｡基本 

                       は通風換気ですが､ニオ 

                       イを吸収・軽減したり調 

                       湿効果のある壁材など 

を採用するのも有効な対処法となります。 

 除菌・消臭も 

これ１本。住まい 

の汚れを手軽 

 に洗浄♪ 

  調湿・消臭 

タイルでニオイの 

元となる成分を 

  吸収＆軽減！ 

愛犬のお悩みはお気軽に 

当社のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰまで 

つくば店長 

   田中 

リノべる 

 松浦 

本店長 

  堀 

  愛犬との暮らしの悩み事を解消しながら 

安心･安全･快適な住まいづくりを応援します 

 住宅リフォーム事業部  本店 

〒273-0047  船橋市藤原３－１６－１７ 

  営業時間  ８：４０～１８：３０ 定休日：年末年始 

アイ・エス・リフォーム 

ＱＲコードからもご覧頂けます 

ｈｔｔｐｓ://www.isg-reform. jp/ 

047-429-2117 
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                            皆さまに寄り添って１３４年 

アイ・エス・ガステムはその歴史と実績と共に 

  今年もお客様へ安心と信頼をお届けします 

暮らしを変える 

素敵に変える 



新春特別企画！ 

2017やっちまった事件簿 
       ＆ 

   2018新年の抱負 
        を 発表するワン♪ 

  千 葉 店 

       ｓｔａｆｆ 

本 店 

 ｓｔａｆｆ 

あそぼー 

店 長 

  堀 慶明 
            結婚してから、久 

             しく遠ざかっていた 

趣味のカヌーを川に浮かべたら、経年 

劣化で接着面が剝れて沈… という 

ことで只今修理中(-”-) 今年こそは 

カヌーに乗るぞー！！ 

アドバイザー    

  齋藤 孝明 
           2017年のハイライト 

                         は「ラウドパーク17」

ですね｡“さいたまスーパーアリーナ”で 

秋に行われたフェスです。マイケル・

シェンカーはやっぱり最高でした！！ 

 2018年も､もちろん 参戦予定です。 

                        趣味の自転車で年甲斐 

             もなく、コーナーを攻めて 

ガシャン！１週間まともに歩けず…「今年の干 

支、戌年の人は熱心で正義感が強く、真面目 

で忍耐強い」 を目指してがんばります！！ 

技術アドバイザー 

  清水 日出高 

アドバイザー 

  戸高 耕三 
           昨年はゴルフを究め 

            ようとスウィング改造を 

試み、練習をやり過ぎて腰痛に…おかげ 

で病院通い(涙) 今年はトシを考え、程々 

の練習でスコアアップを目指します！！ 

 

アドバイザー 

  牧山 豊 
            2017年は、運動不足と 

            ラーメンの食べ過ぎのせい 

なのか、お腹がたるみ… というわけで、今年 

こそウォーキング実行！そして決してラーメン 

 のスープは飲み干さない！！ヽ(^o^)丿 

アドバイザー 

  鈴木 信子 
            「ＮＯＢＵＫＯ」という一文字ず 

            つ選ぶワッペンを購入。家に 

 帰って見たら「ＮＯＢＵＫＱ」だった！ 開封してし 

 まったので返品もできず… 今年は初心と笑顔 

 をいつも忘れずに、何事も全力で挑戦を！！ 

アドバイザー 

  若尾 宜彦 
           昨年念願の腕時計を 

           購入♪しかし…買って 

２ヶ月で紛失！未だに見つからず…(涙) 

今年は自己管理を改め、よい買い物をし

て、末永く大切に使い込みたいです！ 

コーディネーター 

   清水 文江 
             冷え込む朝に備え暖房 

            予約したのに、目覚めた 

部屋はまさかの冷房で凍える事態に…やっ 

ちまったぁ～！寒さで布団から抜け出せず朝 

から反省。今年は反省を活かした暮らしに♪ 

住宅リフォーム事業部 

事業部長 

  星 一巳 

あそぼー 

              新年 明けましておめでとうございます。 

              本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

  昨年から我家の家族になったワンコを 可愛さのあまり甘やか 

  してしまいました…。 その結果、しつけ担当だった娘がしっかり 

  「ご主人様」になり、私は遊び相手。同等の仲間 

  のような…(汗)  それはそれで楽しんでいます。 

  でも私と遊んでいても、ご主人様（娘）に一言呼ば 

  れれば、あっという間に娘のもとへ。一抹の寂しさ 

  を感じます…。今年は【戌年】 です。愛犬家の名 

  にかけて、しっかり育てていきたいと思います！ 

アドバイザー 

  加藤 早苗 

アドバイザー    

  宮内 寿子 
           昨年､資格を取ろうと問題集 

           や対策本を購入！しかーし 

結局棚に置いたまま…(-”-)今年は甘い自分 

を捨て絶対に資格をとるぞ！と鼻息も荒く意気 

込んでおります(笑)でも何の資格かは秘密です｡ 

それはね､自信指数が 30％なので…(´艸｀*) 

アドバイザー    

  澁谷 麻里 
                       昨年、義父の誕生日会を 

                       自宅で開いた時のこと｡気合 

 を入れて包丁研ぎを｡切れ味抜群(^^♪ さあ、 

 本番の料理へ。ところが、鶏肉の皮と一緒に 

 指の皮まで削いでしまい…( ；∀；) 今年はもう 

 少し料理がうまくなりたいな。レパートリー増も！ 

 次長 兼 店長 

  岡崎 善明 
                      2017年は体重10㎏ 

           減量目標で取り組ん 

だ結果、なぜか３㎏も増量となり… 

「やっちまったなぁ～」(>_<) この増やす 

能力を仕事に活かして、2018年は３割 

増で結果を伸ばしたいです！！ 

                         ＊＊   ごあいさつ   ＊＊ 

                    はじめまして。昨年秋より、住宅リフォーム事業部に仲間入りをさせて 

いただきました加藤早苗と申します。人生ほぼやってしまった事だらけです。最近では 

成犬になっても１３㎏ぐらいだろうと言われ、譲ってもらった犬が２０㎏を超えたことで 

しょうか…。どちらが散歩かわからない状態で、毎日引きずられています。 

今年の抱負は、お客様お一人お一人に合った、快適で安全、そしてオシャレな住宅 

づくりのお手伝いができるよう頑張りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

リ ノ べ る  。  

    ｓｔａｆｆ 

流 山 店 

    ｓｔａｆｆ 
 

  つ く ば 店 

        ｓｔａｆｆ 
 

 課 長 

  品川 正俊 
                      2017年、やっちまった 

           ことといえば… 夏ごろを 

境に数十年変わらなかった体重が増えて 

しまったことです。今年は仕事を言い訳に 

せずに、プライベートと体重を取り戻すため 

 にがんばります！！ 

       はじめまして。東京・墨田区生まれ、千葉・市川市 

       育ちの澁谷です。現在は２歳になった愛娘の自然 

教育のために、四街道にマイホームを購入しました。趣味は 

ウィンタースポーツ・釣り・家庭菜園・昆虫採集と、自然に囲 

まれているのが好きです｡リフォームの仕事に携わり８年にな 

りますが､この仕事で一番の楽しみは､「初めまして」から始ま 

るお客様とのかけがえのない時間です｡お打合せでご要望を 

お聞きし（雑談＆身の上話も！）、とことん時間を共有し最高 

のリフォームをお届けする。 そんなリフォームが実現出来る 

よう頑張ります！！  やっちまったことは… 昨年の夏、家族や 

友人たちとカブト虫採集へ。採集後､凝り性な私は飼育環境 

 にもこだわり、その結果なんと３７匹の幼虫が生まれました｡ 

 その全てを成虫にして自然に帰すことが今年の抱負です｡ 

 デザイナー 

  澁谷 大介 ＊＊   ごあいさつ   ＊＊ 

＊＊   ごあいさつ   ＊＊ 
 デザイナー 

  松野 公太 

       はじめまして。リノべる。船橋の松野です。設計・デザイナー 

       の仕事をしております。前職では注文住宅を手掛けていた 

ので、こだわりの詰まった家づくりは一番得意です。世界でたった一つ 

の家づくりを一緒に楽しみながら作っていきましょう！ 今年は、やっち 

まったより巡りめぐってやられた経験かな…。車を買い買えたらすぐさま 

ぶつけられた。胸がやけに青いと思ったら肉離れしていた。下の子供 

の新しく覚えた言葉が、グサリと刺さるブラックユーモアだった。 

 なので、今年は心も体も身内もリフレッシュした新年を迎えたいです。 

コーディネーター 

  松浦 ありさ 
                       昨年やっちまったこと。それは 

                       旅行中に体調を崩し帰るのも       

やっとだったこと。仕事はもちろん、プライベートや 

趣味の為にも体調管理に十分気を付けます！ 

コーディネーター 

  松浦 ありさ 
                       昨年やっちまったこと。それは 

                       旅行中に体調を崩し帰るのも       

やっとだったこと。仕事はもちろん、プライベートや 

趣味の為にも体調管理に十分気を付けます！ 

 店 長 

  泉澤 聡 
                      2017年、新しい趣味をみつける 

           べく、色々な集まりに参加してい 

ます。もしかしてこれ良いかも！というものも、いくつ 

かありましたが、絞り込みまでは出来ませんでした。 

今年はその中からか、またはそれ以外かもしれま 

 せんが、これだ！という趣味を必ずみつけます！ 

アドバイザー 

  梅田 研治 
                      「読もう！」と心に決めたが、読み 

           かけや読んでいない本が数冊あり 

そのままです。今年こそ、地元図書館の会員カードを 

フル活用し、コツコツ読破します。 

アドバイザー    

   鈴木 奈央 
                      やっちまったと言えば…読もうと思って買った 

           本を全然読めていない事ですかね！まとめて 

一気に読みたい派なので、年末年始のお休みを利用して読もう 

かと思っています。2018年はカラダを大事に過ごしたいです！ 

 店 長 

  田中 芳典 
                       誰にも「痩せたね」と言われま 

                       せんでしたが、昨年の夏10㎏ 

近く減量しました。しかしながら冬に入りどうみても 

またお腹が出てきています｡人間の体重には天井 

があると聞きましたが､私には無いようで食べれば 

食べるだけ太ります。摂生の為､今年は二桁代を 

 キープしなければ！と拳を固めております。 

アドバイザー 

   末木 徹 
                      趣味のプラモデル作成｡ 

           作る時間がなく、積んだ 

まま未作成のキッドが溜まってしまった… 

今年は仕事もプライベートも､スケジュール 

管理をしっかりして､メリハリつけた生活を！ 

 

                        昨年ウン十回目の運転 

                         免許の更新がありました｡ 

しかし気が付くと誕生日が過ぎていて…Σ(ﾟдﾟ;) 

無事に更新できましたが、慌てましたねー。 

今年は何事も慌てず、一つ一つを丁寧に！ 

技術アドバイザー 

   遠西 克明 
アドバイザー 

  榎本 剛治 
            昨年、原因不明の右肩痛 

               が続き、とうとうきたか四十 

肩！柔軟体操しなくては、と常々思ってはい

るけどなかなか…(-”-) 2018年、笑う門には 

 福来る！笑顔で毎日を過ごしたいですね。 

アドバイザー 

  吉原 智未 
                      昨年は捻挫で１ヵ月 

           の松葉杖生活を送り、 

たくさんの方にご迷惑をお掛けしてしまい 

ました…。やはり健康なカラダが一番！ 

今年はしっかり、留意したいと思います。 

でも、良いこともありました♪ リハビリで 

通っていたプールで３２歳にして初！ 

 背泳ぎが出来るようになりました(*^^)v 

 

コーディネーター 

   矢内 深雪 
                         

 

 

 

 

アドバイザー 

  金井 良枝 
           昨年、３４年ぶりの同窓会をやっ 

           ちまいました(*^^*) みんな面影 

こそあれど…しっかり３４年分､変化してましたねぇ。 

当日気持ちだけは若返ったような気がします(^○^) 

今年は体力年齢だけでも実年齢より若く… いや、    

 近づけるようにがんばってみようかな♪ 

 

 

            昨年は病院通いの 

            一年でしたねぇ…。 

あちこちガタがきてとうとう定期的に通院 

するハメに(涙) 長年の不摂生がたたっ 

たのか､やっちまったなぁってカンジです｡ 

しかも2年前に頑張って少し痩せたのに､ 

今では逆にもとの体重を軽く更新(-”-) 

今年は身も心も軽く！が目標です！！ 


