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 皆さまに寄り添って  １３６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 



本 店 

 ｓｔａｆｆ 

流 山 店 

   ｓｔａｆｆ 

        新年 明けましておめでとうございます。 

        旧年中は格別のご厚誼にあずかり、心から御礼 

        申し上げます。本年も皆さまにご満足いただける 

リフォームをお届け出来るよう、スタッフ一同励んで参ります。 

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 

マイブームは次男の「サッカー応援」。昨年だけでなく小・中学

9年間楽しませてもらいました。しかし中3となり昨年夏で部活

を引退。期間が長かったので感慨もひとしおです。さて筋肉ブ 

ームの昨今。今年の抱負は自分も運動しようと思っています。 

        明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し 

        上げます。昨年のマイブーム、それは長男の「サッカー応援」 

        と自身の好きなチームの「サッカー観戦」です。ライブで試合 

 を見ると、やはり盛り上がりが違いますよね♪ 今年は受け身だけではなく 

 自身で運動を！やはり健康第一。運動不足を解消したいです‼ 

       昨年密かにマイブームとなっ 

       たのは、朝の「ラジオ体操」。 

       家族には笑われますが、１日 

スッキリ過ごせる気がします。今年はなん 

といっても、大きな大会が東京で開催さ 

れるスポーツイヤー‼ アスリートには程遠

い私ですが、健康維持のため今年も「ラ 

  ジオ体操」継続してみせます！ 

 

 アドバイザー    梅田 研治   アドバイザー   榎本 剛治  

 事業部長   齋藤 卓巳 

住宅リフォーム事業部 

         昨年のマイブームは「バス釣り」‼  

         友人と同好会を作って月１で活動。 

               季節､天気､水温などで状況が変化 

するため､戦略を立て友人と楽しんでいます｡ 抱 

負は､マイブームとかねて 「釣果で新記録をつく 

る」  ➀55㎝以上のブラックバスを釣る‼  ②1日 

で二桁以上釣る‼ 仕事と同様に今と先を考え､  

 状況をとらえて目標をクリアしていきます‼ 

 アドバイザー  澁谷 大介  コーディネーター 服部 弘美 

        昨年は年齢のせい 

        なのか、血圧がや 

や高めに。そこでＴＶの情報番

組を参考にして“タオル握り“や

“シナモン”などで、薬に頼らず

自力で下げる努力を。（現在も

継続中！）今年も健康に留意し

ながら、仕事＆ゴルフに専念し 

   たいと思います。 

 

 アドバイザー 

    戸高 耕三 

 店 長   泉澤 聡 

              ブームは「ＹｏｕＴｕｂｅ」かな｡子供の頃に見た映像が､アップされ  

              ているのを懐かしみながら楽しんでいます｡今ではＴＶより､視聴   

             時間が長くなってしまいました｡ 昨年は紛争や自然災害など､ 

悲しい出来事がありました｡今年は私事も含め､明るい年になりますように！ 

 アドバイザー 

    加藤 早苗 

        マイブームは全50話く   

               らいある､韓流＆中国ド 

ラマを2～3日徹夜で観了すること。 

寝落ちしても想像でカバーし､後戻り

はなし｡韓流あるあるの回想シーン

は早送り。眠い!でも観たい‼観終え

た時は達成感と共に､睡眠を削った 

  後悔と脱力感に襲われる…今年は 

  この悪癖を断つことが目標！ 

 アドバイザー 

     鈴木 信子 

 アドバイザー 

    若尾 宜彦 

        昨年マイブーム、 

        それは自炊を始め 

たことです。カレーや鍋などレパ 

ートリ―はまだ少ないですが、休 

日はなるべく外出を控え、自炊 

するよう心掛けています。今年 

は料理をもっと覚えつつ、カラダ 

も鍛えて、自分磨きの一年にし 

  たいですね。 

        去年のマイブームは 

        「ピクルス」でした。 

市販のピクルス液は使用せず、 

酢、砂糖、塩、唐辛子など自分 

の好みで、毎週好きな野菜を漬 

けていました。最近はスポーツ

観戦ばかりで運動不足のため、

今年の抱負は「運動」です! また 

  テニスでも復活しようかな。 

 店 長   松野 公太 

       明けましておめでとうございます｡本年もよろしくお願いいたします｡ 

       昨年のブームは「スターウォーズ」。 春頃から下の息子 (小2) が 

       覚醒し、ほぼ毎日スターウォーズ祭！レゴからマイナー系を含め 

全作制覇！(ｗｉｔｈ息子) 今年は何かスポーツを復活させたいですね。何に 

 おいてもカラダが資本。運動と食に気遣って、健康志向の一年に！ 

              マイブームは「ソフトテニス」です｡メンバーには20 

              歳以上年下の後輩もいて､とても刺激になってい 

              ます｡2020年のテーマは「温故知新」｡古きを知り 

新しきを得る｡そんな知的探求心を満たせる年にしたいです｡ 

新春特別企画！ 

 2019のマイブーム 
    ＆ 

   2020新年の抱負を 
      発表します♪ 

昨年の一番のブームは「映

画鑑賞」です。年間目標を

優に超え、自己最多130本 

の映画を観ました。特に感動の涙を流

した後は、気分がスッキリ♪鑑賞の後は 

サウナで汗を流し、心身ともにデトック

ス！今年は体型の「スッキリさん♪」を 

  目指したいと思います‼ 

コーディネーター 清水 文江 



千 葉 店 

   ｓｔａｆｆ 

リノべる。船橋 

   ｓｔａｆｆ 

 カウンセラー 

     武田 杏樹 

カウンセラー 

   松浦 ありさ 

                                    昨年ついに 『 Netflix 』 始めま 

        した！平日休みの私は､家族と 

                             時間が合わないのですが､これ 

ならＯＫ‼ 休みは2～3本映画をみて過ごし 

 ます。今年はスポーツを増やしたいです。 

  

 課 長   品川 正俊 

                昨年から腰痛があり､これ 

                以上ひどくならないよう､

ストレッチを始めました｡最初は少しず

つ柔らかくなり､今では姿勢もよくなって

きたような気が…♪今年も続けて､180 

   度開脚できるようになりたいです！ 

コーディネーター  矢内 深雪 

 店 長   岡崎 善明 

       新年 明けましておめでとうございます｡本年もよろしくお願い申し上げ 

       ます｡昨年のマイブームは「カメラ」｡一眼レフのデジカメで約 2万ショッ  

        トは撮ったかな？撮るのは主に風景・景色たまに家族など｡カメラを 

はじめると､季節の移り変わりや､今まで気にしなかった物を意識するようになりま 

 した｡楽しいですよ♪今年の抱負は､健康診断で「異常なし」の結果をとること！ 

 アドバイザー 

        宮内 寿子 

       「シャンプー」がマイブー 

       ムでした｡髪を気にする

お年頃になり､スカルプ系など色々

試しました｡が､まだ相思相愛には

なれず…シャンプ―は奥が深いで

すね｡今年はスポーツジムデビュー 

  かな｡なにしろ運動不足なので｡ 

 

 アドバイザー 

     牧山  豊 

アドバイザー  末木 徹 

                                   昨年のマイブームは「ラジ 

                            オを聴くこと」｡仕事柄車の 

                            の移動が多いので､よくラ

ジオを聴いていました｡懐かしい音楽

なども聴けて楽しいですよ｡新年の抱

負は､昨年に引続き生活が雑にならな 

  いよう丁寧な暮らしを目指します！ 

 アドバイザー 

     澁谷 麻里 

つ く ば 店 

     ｓｔａｆｆ 

 店 長   田中 芳典 

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

               げます｡昨年の新発見といえば「神田松之丞」です。ラジオの「問わ         

        ず語り～」や講談などたくさん聞きました。今年は六代目「神田伯 

山」を襲名されるとのこと。「日本一チケットの取れない講談師」と呼び声の高い 

 独演会を今年はライブで観たいな｡ まだまだ松之丞ブームが続きそうです。 

        昨年は「働き方改革」を  

               心がけ､お客様には常に 

       喜んで頂けるよう考えた 

一年であったと思っております｡新年 

にあたり､昨年同様「新しい気持ちの 

継続」を重点施策とさせて頂きます｡ 

アドバイザー 遠西 克明 

 アドバイザー 

        齋藤 孝明 

                                      マイブームは粉末お 

                                    からです｡人気の為

入荷未定の時期もありました

が､これを珈琲やお味噌汁に入

れたりして､料理に使ってます｡

新年も“まごはやさしい”食事で 

   家族とワンコの健康管理を! 

               マイブームは筋トレ｡ 

         ついに重い腰をあげ

ジムに通いはじめましたが、思う

ように結果が出ず挫折＆復活

の繰り返しで今日に至ります… 

 (-”-)  新年の抱負は “Ｂｒｉｎｇ 

  mｅ the hｏｒｉｚｏｎ”です! 最高‼ 

                                     寝る前に図鑑をみる事 

                がマイブーム｡娘に色々 

興味を持ってもらいたいと､「海の生 

き物と不思議図鑑」を寝る前に読み 

聞かせをしていたら､私の方がハマっ 

ちゃいました｡抱負は､節約をかねて 

  サボりがちなお弁当の復活です! 

アドバイザー  吉原 智未 

                              昨年から､かぎ針編みで「アクリルた 

                 わし」を作っています｡集中して作成 

        する時間がお気に入り♪ 以前娘に 

「ママ一番欲しいものは何？」と聞かれ「自由！」 

 とブラックな答えをしてしまった私…(-”-) 今年 

 はもっと何かに没頭できる時間が欲しいですね｡ 

アドバイザー 金井 良枝 

            マイブームは朝の健康ドリンク｡名づけて 

            「Yｏｓｈｉｅスペシャル」♪牛乳100㏄＋ 

                 サージ＆ジンジャーシロップを各30㏄ 

 ＋すり黒ゴマ＋きな粉をシェイクし､朝食代わりに飲 

 んでいます｡私にはスペシャルな栄養ドリンクです！ 

  今年は心身ともに軽やかに過ごしたいですな♪        

                                     昨年のマイブームは「お笑いＤＶＤ 

        鑑賞」です｡奥さんの影響で､一緒 

               になって見始めたら､すっかりハマ 

ってしまいました♪学生時代よく見ていたので 

すが､改めて見直すと新鮮で面白いですね｡ 

今年は､昨年中途半端になっていた三味線曲 

  (奥入瀬･南部追分)を仕上げたいです！ 

アドバイザー  松木 慶典 

               昨年のテーマは「健康」でし 

        た｡健康に気を使おうと青汁 

を購入｡しかし…まだ飲んでいません(笑) 

2020年の抱負は青汁を飲んで運動す

ること！です｡まずは風邪をひかないよう 

 頑張ります｡応援よろしくお願いします！ 

               マイブームは「ラグビー」です! 以前から 

        ＴＶで試合はチェックしていましたが､昨 

               年の大会で､ハマり具合が右肩上りの急 

上昇‼大会が終わった今でも､私の中ではストップ高 

状態です♪“にわかファン”を卒業し今年はトップリー 

グの観戦を計画中｡ 3 年後はフランスに行っちゃった 

 りして(笑)ということは…今年から貯金かな  (;´д｀)     



  編集後記 

矢   内 

エアコンやストーブなど他の暖房はいりません！ 

足元から部屋中ポカポカあったか♪ 

冬の 

 ユカカラ暖房ってなに？？                       『ユカカラ暖房』 は単に床を暖めるだけの暖房器具ではありません。主暖房として 

                      床から遠赤外線放射で部屋全体を均等に暖める設備です。FHS（フロアヒーティ 

ングシステム）の温水床暖房で、吹き抜けなどの広い空間でもエアコンを使わず、部屋全体をムラなく暖めてくれます。 

また床面が熱くなりすぎないため、お子様やご高齢の方にも安心です。今年の冬は 『ユカカラ暖房』 で快適な空間を！ 

＊自由設計であらゆる場所に 

   対応ができる 
 

＊床だけでなく、部屋全体が暖まる 
 

＊立ち上がりが早く、すぐに暖まる 
 

＊低温やけどの心配がない 
 

＊他の暖房器具がいらないため 

  光熱費が抑えられる 

 ユカカラをおススメできる 

   ５つの特徴 
エアコンが主暖房の場合 

補助暖房が必要 

  足元が 

 寒い！ 

15℃ 

25℃ 

29℃ 

   当社施工のお客様事例 

 『ユカカラ』は、自由設計 

なので、ご希望のお部屋に

対応可能！家族みんなで 

温かな時間を楽しめます♪ 

 
 

T様邸 

サーモグラフィ 

施工後の画像 

S様邸 

サーモグラフィ 

施工後の画像 

T様邸 

サーモグラフィ 

施工後の画像 

ユカカラ暖房が主暖房の場合 

部屋中あったか♪ 

   エアコン 

  ＆ヒーター 

   いらず♪ 

20℃ 

18℃ 

29℃ 

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､今年はコンビニやスーパー・レストランなど 

お正月休業の店が増えましたね｡ 今年は様々な理由から 

実験的に休んだとのこと｡ 話は飛びますが､以前クリスマス 

にオーストラリアへ行った時､イブの街は大賑わいでしたが､ 

クリスマス当日は驚くほど街が静まり返っていたのを思い出 

します｡当日は「みんな家族で過ごす」のだそうです｡ 日本 

のお正月も昔はそうだったはず…｡ 静まり返った商店街も 

「This is 正月」って感じで風情があったよなぁ｡ 

令和になったのを機に､今年からお正月 

休みの完全復活！ありですよね♪ ＱＲコードからもご覧頂けます 営業時間 10：0０～１８：0０  

休 業 日 ： 年末年始 （土日祝はコールセンター受付）  

〒266-0031千葉市緑区おゆみ野1-20-6 

リフォーム夢プラザ 千葉店 

☎043-369-4223 
アイ・エス・リフォーム 

ｈｔｔｐｓ://www.isg-reform. jp/ 

アイ・エス・ガステム株式会社 


