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 皆さまに寄り添って１３５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 

さあ、はじめよう 

  あたらしい暮らし。 



本 店 

 ｓｔａｆｆ 

流 山 店 

   ｓｔａｆｆ 

  新元号をみんなで予想！ 
     ＆ 

 2019新年の抱負を 
        発表します♪ 

新春特別企画！ 

        新年明けましておめでとうございます。旧年中は一方 

        ならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。おかげさ

まで昨年も多くのご相談・ご依頼を頂きました。その中でも特に暮

らしの変化、いわゆるライフスタイルの変化をきっかけとしたご相談

を多く頂きました。今を充実したこだわりのある暮らし！とても素敵

なことだと思います。今年も皆さまの素敵なライフスタイルのお手

伝いができればうれしく思います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上

げます。さて、新元号は『和幸』なんていかがでしょう？平和と幸福    

   を願いつつ、読みやすくて書きやすい！しかも美味しそう！？ 

 

        皆さま、明けましておめでとうございます！今年は元号も変 

        わり、心機一転新しい気持ちで新しいことにチャレンジしてい 

 きたいと思います｡まずはまだ登ったことのない富士山登頂！息子を道づ 

 れに行きたいと思っています。その為には、まず体を鍛えないとですね！ 

   新元号は光のように輝かしく、安心な世の中になるように『光安』で！！ 

 店 長   堀  慶明 

                                   世界に誇れる日本文化を次世 

                                   代へ継承する意を込めて､「文」 

(しかも自分の名前  ! )｡そして世界平和を意 

識して「世」｡ これを合せて 『世文』 (セブン) 

を新元号に提案します! そして今年は空回 

りしたってイイ！ 「意識高過ぎ高杉君」 みた 

   いに面白い一年にしようかなぁ～♪ 

 

 コーディネーター 

       清水 文江 

 アドバイザー 

    戸高 耕三 

                                      新元号は『恒造』！ 

               …真剣に考えたら 

私の名前になってしまった (笑)  

新年の抱負は、真剣に考えて 

やっぱりゴルフのレベルアップ。

去年は平均スコアが一昨年より 

僅か１アップ。今年は４アップで 

   夢の８０台を目指します！！ 

 アドバイザー 

    若尾 宜彦 

                                    表記的に考えると 

               頭文字が  「か行」 

で､かつ東京オリンピックも控

えていることから、金メダルの 

願掛けの意味を込め 『金生』 

（きんしょう）でどうでしょう？ 

今年の抱負は、日々メリハリを 

 つけて過ごしていきたいです。 

 アドバイザー 

    鈴木 信子 

                                   新元号は『安来』と考え 

              ました ! 安は「安全」「安 

 心」､来は「未来」をイメージし、より 

 良い日本になりますように ! と願い 

 を込めてみました｡お仕事も「安全」 

 な工事でお客様に「安心」を伝え､ 

 「リフォームしてよかった ! 」と沢山 

  の声が頂けるよう頑張ります !  

 アドバイザー 

    加藤 早苗 

                                    新元号は『和優』。テロ 

       や戦争等ない､世界中

がお互いを思いやり､優しく和やか

に過ごせる世の中を希望して考え

ました｡抱負は『雨垂れ石を穿つ』。 

小さな努力や気付きでも、積み重

ねればいつか役に立つ日が来ると 

   信じて努力していきたいです。 

                                                ＊＊   ごあいさつ   ＊＊ 

        はじめまして。 昨年より､住宅リフォーム事業部に仲間入りさせていただきました 

        田中夏絵と申します｡子育てに専念していたために､なんと１０年間ものブランクが 

               あり…｡でも主婦目線だからこそできる､細やかなお客様サポートがあるのではな

いかと思い､意を決してお仕事に復帰いたしました｡ お客様の問題解決の力になれるよう頑張 

りたいと思います｡ 新年の抱負は､新元号に改元されることもあり､ 気持ちも新たに色々な面で 

チャレンジしてみたいです｡また趣味のお菓子作りのレベルを上げられるよう､今年は制作活動

に励みたいと思っております｡ そして元号予想は 『新生』 です｡何だか銀行名みたいな感じで 

   すが… 日本の明るい未来を願って考えました｡どんな年号になるのか楽しみですね｡ 

 

 コーディネーター  田中 夏絵 

 店 長   泉澤  聡 

       新元号は一文字で  『旅』！昨年地球に似た惑星が見つかり、 
       生命体存在に注目されているそうです。５０年・100年後には 
そんな星へ宇宙旅行に行けるかもしれず、映画 「アバター」 や 「2001年 
宇宙の旅」のように、地球外生命が発見されているかもしれませんね。 
  私も、今年こそは日帰りでもいいから旅行に行きたい…！ 

 アドバイザー    梅田 研治   アドバイザー   榎本 剛治  

        明けましておめでとうございます｡「平成最後」の年末年始をいかが 

        過ごされましたか？今年は新元号へ変わり､新しい時代の始まりと

なります｡これから始まる様々な変化に負けないよう､『猪突猛進』で頑張りたいと

思います！ところで新元号の予想ですが『成和』なんていかがでしょう？思い付 

 きではありますが…なんだか平成と昭和がミックスされたような元号ですね(笑) 

        新元号は 『吉降』 と予想。万葉集に大友家持が 
           詠んだ 「新しき年の初めの初春の 今日降る雪の 
いやしけ吉事」 から漢字を組み合わせてみました。「年の初め 
に降る雪のように、良い事もたくさん積もって欲しい」  という歌 
  です｡ 新年の抱負は  『克己』。不惑の４０代ですので！ 

 事業部長   星  一巳 

住宅リフォーム事業部 



千 葉 店 

   ｓｔａｆｆ 

リノライフ 

   ｓｔａｆｆ 

つ く ば 店 

     ｓｔａｆｆ 

          オリンピックが控え      

              ているので､それ

にちなんだ元号では？ズバリ

『五輪』！昨年は沢山のお客

様と巡り合う事が出来ました｡

今年も多くのお客様との出会 

 いを楽しみにしています。 

 

 アドバイザー 

        齋藤 孝明 

 プランナー 

     澁谷 大介 

           新元号予想は『開永』。   

          ‘20年五輪、‘25年万博 

が決定し日本経済・産業の明るい

未来が永きに渡り開花するよう願い

を込めました。抱負は今までの趣味

以外に新しい趣味を作り､ライワーク 

   バランスの向上を目指します！ 

 

 アドバイザー 

     牧山  豊 

                   新元号は『新和』と予 

       想しました。意味は無

く、思い付きました(*^^*) 新年の

抱負は、一日一日を大切に…。

日々慌ただしく過ごすのではなく､

充実のある毎日にしたいです。 

 仕事､プライベート､趣味など♪ 

                        

 アドバイザー 

        宮内 寿子 

 アドバイザー 

     澁谷 麻里 

              新元号予想は『栄愛』 

        (えいあい)私はまだまだ 

アナログですが､これからのＡ Ｉ 時代 

と「愛が栄える」という意味を掛け合 

わせてみました(笑) 抱負は「思い

立ったらすぐ行動に移せるように」 

  と「家の中をきれいに保つ」です｡                      

 プランナー 

    松野 公太 

            新元号…。明治か 

               ら平成まで､近年

の元号は平和な感じなので､海 

外向けにも  『大和』  (やまと)な

んてどうでしょうか？ 新年の抱 

負は…特に望みません。平穏 

   無事がなによりですね！ 

         新元号 = 『大成』 。 

               （大きな成功を成し遂 

げる）を予想しました。新年の抱負 

は 『一陽来復』(いちようらいふく） 

です。悪いことが続いた後は良い 

ことがめぐってくる。いちいち不運 

  を気にしない！の精神で！！      

 カウンセラー 

     武田 杏樹 

       ２０１８年は「運動しよう」      

              と思いつつも…時間が作 

れずじまいでした(-_-;) 今年こそは

運動して健康的な生活を送りたい ! 

という私の抱負も含み、新元号は

『運動』にして欲しいです(笑) 運気も 

  良くなって欲しいですしね(*^^*) 

カウンセラー 

  松浦 ありさ 

        新元号は､平和      

               な時代であって 

欲しいので、『泰平』とか…。 

そのままですが｡(笑) 新年の 

抱負は、仕事でもプライベー 

トでも、新しいことに挑戦する 

  一年にしたいと思います！ 

                                   今年は「天皇陛下退位」「新天皇 

          御即位」 と､新しい時代が幕を開 

けます｡そこで､安心できる清らかな時代へと 

考え新元号は『安清』としました｡新時代を迎 

えるにあたり､新しい気持ち､新しい考え方を 

 持ち続ける、若い感覚でいたいと思います。 

  

アドバイザー  遠西 克明 アドバイザー   吉原 智未 

                                   私の新元号の予想は 『幸絆』（こうき） 

       です。絆を大切に､そして幸せになる 

という意味合いから決めました。抱負は「家族との 

時間を大切にする」です｡子供と共有する時間を 

増やしたいですね｡ まずは、子供と一緒に出来る 

  趣味を作ることから始めてみたいと思います♪ 

コーディネーター  矢内 深雪 

                                    新元号は 『和紡』（わほう）なんてどう 

       でしょう？そうです 「縦の糸はあなた、 

横の糸は私」 の歌になぞらえて､みんなで平和を 

紡ぎましょう♪という意味です｡毎年同じ様な抱負 

ですが､健康寿命を延ばすため､筋肉体操でカラ 

  ダづくり！合言葉は「筋肉は裏切らない」(笑) 

アドバイザー 金井 良枝 

                                   ズバリ新元号は 『永和』 ｡  

       未来永劫の平和を願う 

という意味でコレに決定です！当たっ 

たら旅行券下さい！！今年の抱負は 

ダイエット＆足腰鍛えて世界遺産の 

旅をすることが目標で～す(*^^)v 

アドバイザー  末木 徹 

                                   南総里見八犬伝の八徳 

              から新元号は 『礼智』 と 

予想。新元号を迎える今年は､公私 

ともに充実した一年を過ごせるように 

したいです｡生活が雑にならないよう 

丁寧な暮らしを目指します！ 

 店 長   田中 芳典 

        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 

                申し上げます｡今年は元号が改元される節目の年｡新時代がどの 

様に変化するか楽しみですね。そして私の予想は…新元号時代が穏やかであ 

るとの願いを込めて 『和久』 にしてみました。抱負…３月で42歳となりますが、   

  未だにすくすく育っております。来年も私の抱負は健康的な減量であります。 

 課 長   品川 正俊 

        新年 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し 

               上げます。さて、新元号の予想ですが…Ｉ ＴやＡ Ｉ等技術革新で 

               人間不要？などと言われる昨今。心休めて安心できる世の中 

  にするために 『心安』（しんあん） などはどうでしょう？ 抱負は、平らに成る 

 「平成」も終わりなので、新しい年は躍動の一年となるよう頑張ります！ 

                                   新元号は『長明』！前回の東京 

       五輪から56代前の元号が 「長 

禄」､前回大会のちょうど200年前から始ま 

った元号が「明和」です｡この二つを掛け合 

わせて予測してみました｡抱負…お客様の 

良き相談相手となれるよう頑張ります！ 

アドバイザー  松木 慶典 

 店 長   岡崎 善明 

        新年 明けましておめでとうございます。今年は新元号へと変わり    

        新時代の幕開けとなります。 そこで…予想した新元号は『太平』        

        （タイヘイ）｡世の中が穏やかに収まって欲しいという願いを込めて 

 考えてみました｡ 新年の抱負は『転禍為福』（てんかいふく）｡ その心は… 

 昨年の漢字にもなった「災」から､心機一転！災い転じて福とすべし！！です。 



  編集後記 

矢   内 

施 工 例  

『リノライフ』 では、 物件探し ・ 設計施工 ・ 資金計画まで、 最適なリノベーションをひとつの  

窓口で行えるワンストップサービス  「０からのリノベ」  をご提案させていただいております。  

 「日常にデザインのある非日常を」  をテーマに、 たくさんのショールームをご用意し、すでに 

多くのお客様がご来場くださっています。  どうぞ、皆さまも是非お気軽にご利用ください！ 
 

品川 正俊 

Manager 

松野 公太 

Planner 

松浦 ありさ 

Counselor 

武田 杏樹 

Counselor 

澁谷 大介 

Planner 

「その人･その家族」の 

  為だけに全力投球！ 

 みなさんで是非 

遊びに来てください 

   リノライフで 

ステキな家づくり♪ 

  駅から徒歩８分！ 

 お気軽にどうぞ♪ 

リノライフテイストを 

是非シェアして下さい 

 

      船橋市本郷町４８１－１ 
          ルネ西船橋４ー１０６ 
 

   ☎  047－３３３－１１５１ 
      営業時間   10：00 ～ 18：00 

        定  休  日 ： 水 曜 日 
https://www.isgnet.jp/renolife 

物件探しから設計施工、資金計画まで、 

     ワンストップでご提案。 

「暮らしやすさ」 に 

「こだわり」 をプラス。 

担当カウンセラーが 

ご要望を実現します。 

ショールーム  

新年 明けましておめでとうございます｡本年も宜しくお願い 

申し上げます｡ 皆さまはどんなお正月を過ごされましたか? 

さて突然ですが､私百人一首がわりと得意なんです！とい 

うのも子供の頃お正月に「お年玉UP企画」という百人一首 

大会をいとこ達と行っていました｡札を多くとれた順、お年玉 

とは別に賞金が貰える仕組み。大人が 

読み上げ､子供は下の句を取り合う争奪 

戦ゲーム！とっても楽しかったですね!! 

今でいえばスーパーマリオパーティー 

みたいな…？時代が変わってもお正月 

はみんなでワイワイが楽しいですネ♪ 

住宅リフォーム事業部  本 店 

営業時間 8：4０～１８：3０  休業日 ： 年末年始 

ＱＲコードからもご覧頂けます 

アイ・エス・リフォーム 

ｈｔｔｐｓ://www.isg-reform. jp/ 

〒273-0047    船橋市藤原３－１６－１７ 

☎047-429-2117 


