
こちらからもご覧いただけます 

〒270-0163  流山市南流山４－７－１４ 

営業時間 10：00～１8：0０  

ｈｔｔｐｓ://www.isg-reform. jp/ 休業日：年末年始(土･日･祝はコールセンター受付) 

☎住宅リフォーム事業部 流山店 04-7157-1321 

リフォームで 

  最大 

 ３０万 
 

   ＊1 

世代を問わず 

 全世帯が 

 対象です！ 

*１ 子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は最大４５万円 

   リフォームの場合 

    年齢と関係なく 

      全ての世帯が対象と 

   なるため子育て世帯 

        でなくてもＯＫ！ 

     対象工事 
 【 必 須 】 

   事業の概要 

     対象工事 
 【 任 意 】 

住宅の省エネ改修などに対する補助金事業です。子育て・若者夫婦世帯などによ

る省エネ投資の下支えを行い､２０５０年カーボンニュートラルの実現を図ります｡ 

必須工事を含んでいることが必要  ④空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置  

⑤子育て対応改修 ⑥バリアフリー改修 ⑦防災性向上改修 ⑧リフォーム瑕疵保険 

申請するにあたりいずれか必須となる工事 ①開口部の断熱改修 

②外壁・屋根・天井または床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置  

新たにスタート！ 
   

Pick up  

住宅の省エネリフォーム支援への強化策として国土交通省、経済産業省、環境省の連携により 
 こどもエコすまい支援事業（国交省）先進的窓リノベ事業（経産省・環境省）高効率給湯器導入事業補助金（経産省） 

３つの補助金・助成金制度がワンストップで併用申請が可能となりました！ 

                       ３省連携ワンストップ補助事業が始まりました さらに！  
 リフォームで 

 最大 
 245万 

    ＊1 

Ⅱ先進的窓リノベ事業（経産省・環境省）（上限２００万円/戸）  

 高断熱窓の設置：熱貫流率（Uw値）1.9以下の窓他工事内容による 

Ⅲ高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業補助金（経産省） 

 高効率給湯器の設置：エネファーム他工事内容による（5～１５万円/台） 

Ⅰこどもエコすまい支援事業（国交省） *詳細は上部内容にてご確認ください 

 エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、バリアフリー他 （上限３０万円/戸） 

 ハイブリット給湯器導入：50,000円 

③エコ住宅設備の設置：121,000円  

⑤子育て対応改修：67,000円  

⑥バリアフリー改修：44,000円 

内窓設置（小）：30,000円 

   合 計 

312,000円  

   取 得！ 

補 助 金 制 度 ・ 工 事 内 容    上記掲載リフォームをすべて行った場合 

 その他補助事業 80,000円 

Ⅱ先進的窓リノベ事業 
  (経産省・環境省） 

内窓設置（小） 

  30,000円 

ハイブリット給湯器 

   50,000円 

Ⅲ 高効率給湯器導入 
  事業補助金 (経産省) 

*１ 子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は最大 260万円   

ISGリホームは支援事業登録店です 

    お気軽にお問合せください 

 

 ③蓄電池 

 64,000円 

蓄電池 

今期から追加 

⑤ﾋﾞﾙﾄｲﾝ食洗機 

   21,000円 

⑤ﾋﾞﾙﾄｲﾝ自動調理 

対応ｺﾝﾛ 14,000円 

③節湯水栓 

 5,000円 

 ⑤掃除しやすい 

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ11,000円 

キッチン 

③節水型ﾄｲﾚ 

   20,000円 

⑥手すり設置 

  5,000円 

トイレ 

③節湯水栓 

 5,000円 ③高断熱浴槽 

  27,000円 

⑤浴室乾燥機 

  21,000円 

 
⑥段差解消 

  6,000円 

⑥出入口幅拡張 

 28,000円 

⑥手すり設置 

   5,000円 

浴 室 

Ⅰ こどもエコすまい支援事業（国交省）  232,000円 

＊注1：1申請あたりの補助額が合計５万円以上から申請可能です  ＊注2：同じ補助対象についての重複申請はできません 
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流 山 店 

   ｓｔａｆｆ 

  

住宅リフォーム 

  事業部 

 

成 田 店 

  ｓｔａｆｆ 

新春特別企画！ 
今までで一番 

思い出に残っている旅行 
＆ 

新年の抱負を発表します 

 本 店 

  ｓｔａｆｆ 

 事業部長   齋藤 卓巳 

              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厚情に深謝いたします 

        本年もご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます 旅行は、家族で行ったスキー  

       旅行です｡ゲレンデ内にあるロッジに泊まった時がとても楽しくよい思い出ですね｡ 

子供達もまだ小さく､駐車場からスノーモービルで直接ロッジへ。息子たちと日中からナイター 

  まで､たくさんスキーを楽しみました｡抱負は健康体でいるために､ランニングの強化です！ 

 アドバイザー 若尾 宜彦 

      思い出の旅行はグアム！初めて 

      の海外旅行でマリンスポーツ中 

      心のツアーでしたが､海がとても

綺麗なのと行きの飛行機の中で必死に英

会話の勉強をしたのを思い出します｡昨年

は体調を崩し迷惑をおかけしたので､今年    

 はとにかく健康第一の一年にしたいです｡ 

 アドバイザー  

      鈴木 信子 

 店 長   泉澤 聡 

 アドバイザー 加藤 早苗 

 アドバイザー  

   榎本 剛治 
  店 長   

      松野 公太 

       旅行は思い出があり 

       すぎて…これといって

無い(-_-;) 京都と沖縄は毎年

（コロナ禍除く）行っているので､

現地の人よりも詳しいかも？い

つものお店で家族とゆっくり過ご

す時間が一番の思い出かな｡

抱負はいよいよ公開される『ミッ

ションインポッシブル』の次作！       

もう延期は許されない！見逃  

  せない‼ それが抱負です｡  

      旅行はどこに行っても楽しいです 

      よね｡私の旅行のテーマはいつも 

      「グルメ！」なのですが、昨年は 

沖縄に行って初のボートシュノーケリングを 

体験しました！これがとても楽しかったので 

次はパラグライダーに挑戦!?  そうなると､ 

 今年の抱負は「体力づくり」かな(^▽^;) 

コーディネーター 清水 文江 

      高校生の頃､オーストラリアで３ヶ 

      月ほどホームステイをさせてもら    

      いました｡キラキラ青春の思い出

は今も忘れられません✨ 英語はすっかり

忘れてしまいましたが…(笑)今年は毎日の

ストレッチを習慣化して、ガチガチに凝り固 

  まった頭と体をほぐしたいと思います！    

 コーディネーター 服部 弘美 

        思い出の旅行は､昨 

       年私・妻・息子と３人

で北海道に行った家族旅行で

す｡是 非 また 行 き た い！で す

ね｡今年の抱負は「体を柔らかく

する」です｡カチカチの体のせい

か､腹痛がひどい時があるので

その対策に｡私もとうとう健康を

意識するトシになりました (-_-;)   

 目指せ180度開脚！今年も 

  よろしくお願いいたします｡  

      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いたします 

       昨年久しぶりに行った家族旅行､静岡です。メインは清水でのサッカー 

      観戦 ⚽！ アウェイ観戦でしが､たまにはいいですね｡その他登呂遺跡 

観光や清水漁港での海鮮丼など､１泊２日の短期旅行を十二分に満喫してき 

ました｡今年の抱負は､プライベートの 「ON/OFF」 をしっかりしたいですね｡  

 アドバイザー 戸高 耕三 

アドバイザー 金子 詩織 

 店 長  

    齋藤 孝明 

       ４年前に沖縄に行っ 

      た時の事､当日の朝

台風で予約していた飛行機が

欠航！急遽ほかの便を探し､滑

り込みセーフで席を確保｡とはい

うものの､最後まで飛ぶか飛ば

ないかドキドキして行った家族

旅行｡現地は打って変わって晴

天でエンジョイできました(^O^) 

抱負はダイエットのため､ラーメ  

   ン・牛丼の《大盛禁止》！ 

       昨年コロナが少し落ち着いた時期 

             に､やっと初孫に会いに佐賀県の 

       嬉野温泉に行ってきました｡人見 

知りの時期で懐いてくれませんでしたが､やは

り孫はカワイー‼ 今年も仕事に､ゴルフに元

気なジジで過ごせるようがんばります｡ 特に 

   ゴルフは平均90切りを目指します！ 

        ２０代に友達とナップザックで行 

        った､１ヵ月間のヨーロッパ旅行で    

      す｡宿も取らずに行き当たりばっ

たり｡言葉も通じないのでジェスチャーで会

話｡希望と違う料理が出てきたりしてとても

楽しかったです｡抱負は今年こそ運動を｡ 

  ぎっくり腰にならない強靭な筋肉を造る！            

       ハワイに行った時､ 

              ちょっと有名な焼

肉 へ｡お 店 に 着 く と 後 ろ から

オーラを感じたので､振り返ると

『ダルビッシュ有』一家が‼思

わず「ダルじゃん！」って叫ん

でしまい…(-_-;) 失笑されまし

たが､嫌な顔もされずホッとしま

した（笑） 今年の抱負は､仕事

も､プライベートも､健康管理も､ 

  しっかりすることです｡       

          はじめまして｡12月に入社しました 

              金子と申します｡どうぞよろしくお         

              願いいたします｡思い出の旅行は 

10年前に１人で行ったモルディブです｡現地

の方と船に乗ったり､夕焼けでピンクに染まっ

た海をみたり貴重な経験ができました｡抱負

は１５年のブランクのあるバスケットボールの  

     再開です！娘が始めたので一緒に…♪       

千 葉 店 

    ｓｔａｆｆ 

デザインラボ 

   ｓｔａｆｆ 

つ く ば 店 

 ｓｔａｆｆ 

店 長   岡崎 善明 

          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 

        一番の思い出の旅行､それは昨年の秋にずっと行ってみたかった 

      河口湖へバス釣り旅行に行ったことです｡肝心の結果はボウズと 

残念でしたが､よい思い出になりました｡新年の抱負は、昨年６ ｋｇの減量に 

成功したので､今年の目標はさらに６ ｋｇの減量と体力ＵＰに挑戦します！ 
 アドバイザー 宮内 寿子 

       思い出に残っている旅行ではない 

       のですが､今後絶対一番の思い出 

       になる旅行を予定しています｡それ

は今年６月､初めて母と三姉妹で行く旅行で

す｡母も高齢だし､最初で最後の可能性も…

沢山写真を撮って､母や私達にもよい思い出

を作りたいです｡ 抱負は今年も健康第一！ 

 皆様に笑顔の種を撒けるよう頑張ります｡ 

  

  

 

 

         

  

 アドバイザー 牧山  豊 

                        思い出の旅行はハワイ旅行です｡        

           ジェットスキーやシュノーケリング､ 

      射撃など､初めてづくしの経験が 

とても楽しく､よい思い出です｡今年も健康に 

留意しながら､温泉旅行や美味しいものを 

求め食べ歩きをしたいですね｡仕事もプラ 

 イベートも充実した一年に！ 

アドバイザー  高橋 希美 

                          一番の思い出になっている旅行 

              は､河口湖でのグランピングです｡        

                           夜は焚火で温まりながら夜景を

楽しみ､朝はコーヒーを飲みながら日の出を

見ました｡言葉にできないくらい綺麗で､凄く

よい経験になりました｡今年の抱負は､無駄 

  遣いをしないようがんばります！ 

アドバイザー 箭内 明日真 

       思い出に残っているのは小笠原  

       旅行です｡社会人になってからは   

        行っていないのですが､大学の頃

まではほぼ毎年行っていました｡個人的に

日本で一番きれいな海だと思っています！

新年の抱負は､仕事とプライベートにメリハリ  

  をつけ､有意義な休日を過ごすことです！        

アドバイザー 澁谷 麻里 

                         初めての海外旅行のタイが思い 

             出の旅行です｡ゾウに乗ったり､  

       ニューハーフショーを見たり､日 

本と違った食文化や街の様子にワクワクし 

したのを覚えています｡抱負は､体力向上 

です｡春から少しずつ始めたテニスで､ある 

 程度ラリーを続けられるようにしたいです｡ 

 アドバイザー  松尾 有里 

             一番の思い出はモロッコ旅行です｡ 

        洋服を燃やされそうになったり、パ 

        スポートを失くしたり、たくさんハプ 

ニングがありましたがとても充実した8日間で 

した (*^^*) 抱負は「周りの方へ感謝を伝え 

恩返しをする」です｡昨年社会人になり､特に 

 両親にはたくさん迷惑をかけたので(^▽^;)      

 店 長   田中 芳典 

      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 

                  旅行は､母方の実家である山形県の湯浜町が思い出の地です｡裏の 

      林を抜けると誰もいない砂浜で､泳ぐ魚が見えるとてもきれいな海でし 

た｡温泉地でもあり､食べ物も美味しい素敵な場所です｡今年の抱負は､ずーっと 

幽霊会員であるスポーツジムにちゃんと通い、健康的な体づくりを目指します！  

アドバイザー  松木 慶典 

        自称「隠れ乗り鉄」の私の一番の思い出は､北海道旅 

       行に､あの✨寝台特急カシオペア✨で行ったことです｡ 

       当時すでに廃止が決まっており､途中停車する駅や 

沿線で沢山の人がカシオペアの写真を撮っていたのを思い出し 

 ます｡抱負は二児の父になったので､一緒に遊ぶ体力つけるぞ！     

アドバイザー 金井 良枝 

        家族で行ったグアム旅行ですね｡シーウォーカーで初めての 

          水中散歩が感動でした！当時９歳の息子はたくさんのウェイ   

              トを付けられちょっと気の毒でしたが､目線に泳ぐカラフルな 

魚達と戯れて楽しんでいました｡スキューバダイビングも面白かったな♪  

  20年前の旅です｡抱負は柴犬「テツ」15歳とまったり過ごすことです｡ 

アドバイザー  吉原 智未 

                                                                      旅行ではないのですが､里帰り出産の時に函館へ沢山 

                                                                     行きました｡函館山の夜景は､勿論１００万$の美しさで 

       すが､函館山と反対から楽しむ裏夜景もとてもきれいな

んですよ｡皆さんも是非行ってみてください♪抱負は今年こそリバ  

 ウンドしないダイエット！運動して健康的な体を手に入れる！！！ 

コーディネーター  矢内 深雪 

       姉と姪と3人で初夏に行った台湾旅行ですかね｡睡眠不足と 

       暑さのため私が熱中症になったり､台風の影響で帰りの飛行 

       機が遅れたり…ハプニング続出！でも台湾の方はみんな優 

しくとても楽しかったです♪いつかまたハプニングなしの「リベンジ台湾 

  旅行」をしたいな｡抱負は体力をつける！筋力低下が著しいので… 

 店 長  

  品川 正俊 

       本年もデザインラボ 

       のリノベをどうぞ宜し

くお願いいたします｡旅行での

一番の思い出は､イタリアです

ね｡青い空と一面に広がる素敵

な街並みが今でも思い出され､ 

内覧時には勝手に取り入れて

しまいます｡昨年はＳＵＰ（サッ

プ）に挑戦したので､今年はウィ  

 ンドサーフィンをやります！ 

カウンセラー  松浦 ありさ 

             一番思い出は､しまなみ海道を車で 

             広島から愛媛まで行った旅行です｡ 

       瀬戸内海の島は景色も食事も最高 

でした！中でも「伯方の塩ラーメン」がおすすめ

です♪今年の目標は断捨離！自宅もですが､ 

   実家に置いてある物たちを片付けなくては…      


