
 

 

 

【営業】 冷水 圭吾 

初めて一人で行った現調で 

トイレの手すりをつけるのに 

3回も現調にお邪魔しました。 

今は1回でバッチリです♪ 

【常務】 遠藤 祐司 

網が見えなくなるほど 

肉を並べて食べていた 

焼肉屋さん♪ 

異常な食欲の 

キタセツ社員でした（笑） 

 

【営業部長】  

鳥羽 克夫 

携帯電話の無い時代、 

ポケベルを持ち歩いて 

いたのが懐かしいです。 

【工事】 野口 武志 

入社当時はだらしなく 

皆さんにご迷惑を 

お掛けしていたなぁ…

と思います。 

 今月の一問一答 

 

 【営業】 田中 和幸 

遠い現場ばっかりだなぁ…

と思ってました。 

千葉や埼玉、都内でも 

稲城や多摩等… 

今は完全地域密着です♪ 

【経理事務】  

渡部 雅美 

当時は、常に社員全員 

外出していたので 

社員の顔と名前を覚えるのに 

苦労しました^^; 

【プランナー】  

菅原 光友希 

パソコン初心者だったので 

電源のオン・オフですら 

怖くてしんどかったです(^_^;) 

【営業】 伴野 詠司 

バスツアーの集合に 

遅れたお客様をタクシーで 

お台場の展示場まで 

お連れしたこと。 

それ以降、迷子係に 

任命されてます(笑） 

通話料無料 ０１２０－８１－４４１５ 

【社長】 北川 拓 

365日休みなく 

働いていたことです。 

【技術部長】  

野平 博之 

初仕事の日に 

存在を忘れられ 

現場に置き去りに

されました。 

【工事】 高橋 清 

平成3年頃は 

夜中の仕事も 

あったりして… 

あの頃が懐かしいです♡ 

【営業】 竹浪 智美 

秦野までふれあい

マーケットの野菜の

仕入れで社長と鈴木

さんとトラックで行くの

が楽しかったです♪ 

【工事】 高橋 拓人 

現場研修で大工さんに 

箒の置き方から 

道具を扱う心得まで 

教えて頂きました。 【プランナー】 

 廣瀬 雅子 

火災警報器を 

100軒400個設置。 

工事のスケジュール 

管理に苦労しました(^_^;) 

【営業】 山口 菜緒 

入社早々、深酒し 

渡部さんのお家に 

お泊りさせて頂きました！ 

最近はちゃんと帰ってます^^; 
【工事】 大熊 雅志 

初出社日に 

車をぶつけ 

レッカーのお世話に 

なりました… 

【営業】 渡邊 真太郎 

今まで勤めた 

どの会社より 

仕事を円滑にする 

最先端のシステムと

ツールがあり 

驚きました！ 

【工事】 平川 智也 

甘ちゃんな自分の考えに気づかされ

社会の厳しさを痛感しました！ 

【ショールーム】  

 清水 久恵 

パソコンの電源の 

入れ方すら知らなかったので 

簡単な入力作業にも 

すごく時間がかかって 

いました… 

【ニュースレター・ 

広報担当】  

 鈴木 多佳子 

決まったデスクが無く 

毎日書類を持って 

空きデスクを探す 

社内ジプシー状態でした。

 このコーナーは社員から社員へ質問をするコーナーです！皆様からの質問も募集中です！！ 

今号の一問一答は、営業 下山より『キタセツに入社した頃のキタセツでの思い出を教えてください』 

です。私は『リフォーム会社に入社し、初出社の初仕事で自分の歓迎会の為に、手作りピザの生地作り

をしたこと』です。おかげで緊張がほぐれました♪（笑） 社長の手料理、美味しかったです(*^_^*) 

【工事部長】 

本間 勝慶 

誰よりも真面目に 

働いていました！ 

今もですが（笑） 

 

【工事】 石川 善和 

屋根から落ちそうになり 

高所恐怖症になりました。 

【工事】 髙山 雄一郎 

すっごく歓迎して頂いて 

とっても嬉しかったです！ 
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キタセツ営業時間 ９:００～１８:００ （ショールームは１７時閉店） 

定休日：日・祝祭日 ＦＡＸ 03-3774-9577 

 各種お問合せは 

こちらへ 

キタセツならリフォームで 
Ｔポイントが 

貯まります！使えます！ 

参加費無料～ 屋根・外壁塗り替えセミナー大好評開催中 ～ 

■１１/１４（金）１９時～文化の森 第３集会室（４階） 

■１１/１５（土）１０時～文化の森 第３集会室（４階） 

要予約・各回先着３０名様 塗装の知識が身に付きます！ 

 ～ 臨時休業のお知らせ ～ 

誠に勝手ながら、１１／１７（月）は臨時休業とさせて頂きます。 

ご不便をおかけして申し訳ございません。 

 ～ 皆様の声を募集しています ～ 
工事、イベント、ニュースレターに関する皆さんの率直なご意
見、ご感想、ご近所の話題、知りたいこと…どんなことでも結構
です。緑色のアンケートはがきに書いて送ってくださいね！ 
しあわせ色紙面でご紹介させていただいたお客様には、キタセツ
オリジナルクオカード（500円分）をお送りさせていただきます
♪また、アンケートハガキにてお友達をご紹介頂くと、ご紹介者
とお友達にクオカード（500円分）をプレゼントしております。 

 

 

 

         

平成２６年１０月～１１月 発行第９４号  

 見本を見た時、

作り方にすごく

興味をもちまし

た。  ｸｯｷｰ作りや

ｹｰｷのﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ

等、なるほど！と

感心されられま

した。参加され

たお子様はもち

ろんお母様も真

剣に取り組んで

いらっしゃいま

した。親子のふ

れあいも出来て

◎！  私も娘が小

さかったら是非

一緒に作りた

かったです。     

                                  by清水 

～ 今後の開催日程 ～  
■大人向け講座10/14（火）13時～/11/26（水）13時～    

（保護者同伴でお子様参加可） 要予約 0120-81-4415 キタセツまで   

この町の皆様が、安心・快適・しあわせに暮らすために 
私たちキタセツはガンバリます。 

・今月のご挨拶『当たり前にそこにある風景…』 
・カルチャー教室報告 『夏休み粘土教室』 
・リフォーム現場中継!『らくらくキッチンリフォーム 
 ＋造作家具でムダのない心地良い空間へ!!』 
・今月の一問一答『キタセツに入社した頃の思い出』 

 初めての方でもお
気軽にご参加いただけ
る雰囲気のアットホー
ムなお教室です。北京
では人々の活気を身近
に感じ、久しぶりの日
本は、おもてなしの素
晴らしさを感じまし
た。両方の良さを活か
し取り入れながら、
レッスンできたらと思
います。 
   by講師 難波美和 

 こんにちは、ショールーム担当の清水です。夏休み恒例のお子

様向けのお教室に新たに粘土教室が登場しました！ 

思わず食べたくなるような可愛いお菓子の家作りです♪  

 講師の難波先生は5年ほど北京に行っておられ、現地で粘土教室

のアシスタントをなさっていたそうです。 

参加者は小学校低学年のお子様が多く 

粘土を練ったり切ったり型をとったり…と 

まるで本物のお菓子作りのように楽しそ

うに粘土にふれていました♪ 

～参加者の保護者様のご感想～ 
子供の夏休みの自由研究の為に参加さ
せて頂きました。子供達より私の方が
真剣になってしまいましたが楽しく作
れて良かったです♪子供たちの大好き
な水色とピンクの
たくさんのパーツ
でデコレーション
した箱を、宝箱に
すると嬉しそうに
話しています♪ 

個性あふれる 
ステキな作品 
の完成です☆ 

         



 

 

リフォーム現場中継！『らくらくキッチンリフォーム＋ 
造作家具でムダのない心地よい空間へ！！』 

■新築当初から愛用してきたキッチンが傷み、ガスが点きにくく、食洗機と水道パッキンが故障してしまった。 
■コレクションしている食器をキレイに飾りたい 

■キッチン交換 ■キッチンとリビングが対面する部分にモノに合わせて使い勝手を考えた食器棚兼 
 収納カウンターの造作 ■リフォーム後のプロのお片付け収納サービスのご利用 

造作家具の下部は３枚引き戸の収納です。 
収納の奥行は事前に用意した収納ケースの幅に合わせて造作。収納するモノの高さに合わせ
て棚板の調節もでき、雑誌を立ててしまえるようにポールも取り付けてあります。 
入れるモノや収納ケースを決めてから造作するとピッタリ納まり、見た目も美しく収納出来
ます。空間は同じでも収納量は増えます。 

お片付けの様子 

リフォーム中はコンテ
ナに詰めておきます。 
収納の手順は、まずは
全てのモノを出し、品
目ごとに分けて、要・
不要で分類。必要ない
モノは処分またはリサ
イクルに回します。 
全ての分類を終えた
ら、一気に収納家具の
中に納めていきます。 
 

       こんにちは、住空間プランナーの廣瀬です。今回はキタセツオリジナルのサービス『らく
らくキッチンリフォーム（キッチンリフォーム＋リフォーム前後のキッチン周りのお片付けをセットにし
たサービス）』と『造作家具』をご依頼くださった品川区のO様をご紹介します。O様は築23年の集合住宅
にお住まいでキタセツとは15年以上のお付き合いです。「壁の補修やちょっとした不具合など、どんな小
さな工事でも丁寧にきめ細かく対応してもらってるキタセツさんで」と、ご相談を頂きました。 

                      この部分の棚を
撤去し、浄水器
の設置スペース
を作りました。 

ゴミ箱用のス
ペースも造作。
ゴミ箱上部の隙
間に、つっぱり
棒を使って、ゴ
ミ袋収納を作り
ました。 
動線を考え、使
う場所のそばに
収納することが
大切です。 

キッチンをオフホワイ
ト、造作家具もキッチ
ンに合わせ扉を白く
し、ダウンライトを採
用したことで、暗かっ
たキッチンが明るくな
りました。 

以前はリビング側
と同じブラウン系
の食器棚とキッチ
ンでした。 

キッチン吊戸棚 

間口は充分な広さ
を確保し、電子レ
ンジを置く部分に
は半透明の飾りガ
ラス（２枚のガラ
スの間に布の入っ
た意匠性が高いも
の）を背面に立て
込んで目隠しにし
ました。家電や
キッチンも程よく
隠れています。 

家電の収納
場所に悩ま
されていま
した。 スライド式の収納家

具を作り、使用時の
みサッと出せるよう
にしたため、家電が
すべて納まり、キッ
チンがスッキリ！ 

食器棚はキッチン側

とリビング側の両側

から開閉でき、両面

の扉がガラス製で

キッチンに明るさは

入るもののゴチャッ

とした見栄えの悪さ

が難点でした。 

食器棚の両側のスペース

の間に背板を入れ、リビ

ング側からキッチンが見

えないように造作。ひと

つひとつの食器がハッキ

リ見えるようになり、見

た目も美しくきれいに飾

ることが出来ます。 

100円ショップで販売している
収納容器が大活躍。 
入ってるモノをラベルでわかり
やすく明記して貼ったら完成で
す。（写真は仮ラベルです） 

 

 

 

Ｏ様、この度はリフォームのご依頼、及び取材にご協力
いただき、誠にありがとうございました。住み心地はい
かがでしょうか？キッチンと家具を新しくされ、お部屋
の雰囲気が一段と素敵になりましたね！取材で伺った際
にとてもキレイに使われていらっしゃるのが感じ取れま
した。これからも、ちょっとしたお悩みでも構いません
のでご相談くださいね。同じ主婦目線でのアドバイスを
させて頂きたいと思います。         by廣瀬 

■リフォームを終えて住み心地はいかがですか？ 

Ｏ様、この度はお片付けのご依頼をくださり、誠にありがと
うございました。「片付けやすいのでキレイにしておける」
とおっしゃっていただけて本当に嬉しいです。また「ひとつ
ひとつ確認しながら収納していた」とのお褒めの言葉を頂
き、感謝しております。これからも主婦の皆様が片付いた空
間でホッと一息つけるよう、生活しやすい空間づくりのお手
伝いをさせていただきます！     
                byお片付け担当 神宝 

キッチンがとても使いやすくなりました！リビングと対面しているカウンターが本当につかいやすく計算されて 
いて、スッキリと片付き、デザインもすごく気に入っています。主人も「良いね！」って喜んでいるんですよ♪ 

■どのような経緯でこのリフォームに至ったのでしょうか？ 

今回のリフォームはやっとの思いで決めたんです。リフォーム前後の片づけを考えると気が重く、億劫で…。 
キッチンの吊り戸が下がってきて、安全面で心配ですし、増税前に工事したいと思い決心しました。 
当初はキッチンの入替えだけの予定でしたがキタセツさんに来て頂いて、現場の確認後、悩みを聞いて頂いた時
に「食器棚を造作すると使いやすくなると思います。きっとステキなお部屋になりますよ」って提案して頂きま
した。最初はオリジナルで家具を造るなんて想像もしていませんでしたが、これまでに集めておいた陶器のコレ
クションも飾れることがポイントになり、思い切ってキッチン交換と家具の造作をお願いすることにしました。
その際、お片付けもセットでお願いできることを伺ったと思います。 

■オリジナルで制作した『コレクションがキレイに映える食器棚』はいかがですか？ 

この家具がすごく良いんです！ 
【デザイン面】うちでは家具はそれぞれにこだわって集めているので、新しくオーダーする造作家具がお部屋の
雰囲気に合うかが何よりも心配でした。今回造った家具は完成写真がないのでイメージするのが難しく、素材の
見本や図面、雑誌の切り抜きを見ながら想像を膨らませたりしましたが、正直「どうなるのかなぁ…」と思う部
分もありました。ところが、こんなにお部屋にマッチしたステキな家具が出来たことに良い意味で驚いていま
す！特に木目や色合いが手持ちの家具とピッタリで感激です！天板に選んだ人工大理石もすごく上質な雰囲気が
あって落ち着きます。 
【機能面】「コレクションがキレイに映える食器棚」をテーマに一から作って頂きました。コレクションのお皿
やコーヒーカップなどの陶器をキレイに飾れるようになって嬉しいです！ 
何をどこに入れるかを考えて家具を設計しているので、お茶を入れる時も書類を探す時も、サッと行動に移すこ
とが出来ます。以前は上手く片付けられず、ムダな動きが多かったんだな…と感じています。 

■収納プランナーのお片付けについて、率直な感想を聞かせてください。 

見える部分も見えない部分も本当にキレイにして頂いて感謝しています。収納サービスをセットでお願
いしたことで、日々、使っていても余計な手間やムダが無く、いつもキレイにしておける心地良い空間
が出来ました。お陰様でキッチンに入るのが楽しくて仕方がありません。料理をしていても家事の動線
上に必要なモノがしまってあるので楽しく料理が出来ます。本当に感謝感謝です！片付けが面倒だと
思っている方にとってこのサービスは本当にピッタリだと思います。こちらが上手く伝えられないこと
も感じ取って下さって私達が想像していた以上のものが出来上がりました！ 
この度はありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

造作家具を配置した場所は、マンションの配管が通っていて、絶対に移動できない躯体部分なので既製品だ
と、ぴったり納まりません。その点でも壁の凹凸に沿って造れる造作家具がベストだと思い、ご提案させて
頂きました。造作家具のデザインはお客様がお持ちの家具や絵画を見て、デザインをまとめていきます。 
Ｏ様邸の場合はお手持ちのアンティーク家具に合わせた赤系の茶で統一することでお部屋の雰囲気が温かく
仕上がりました。収納などの機能面は施主様のライフスタイルにマッチするように「何をどこに入れるか」
を考えて設計しています。Ｏ様がご実感されているようにムダな動きが減っていると思いますよ(*^_^*) 

テレビでお片付け企画番組を見ていて以前から気にはなっていましたが、どこにお願いし
て良いのかもわからないし、他人に勝手に片付けられるのも嫌なので、お願いするまでの
ハードルの高さを感じていました。ところが今回、信頼しているキタセツさんにお片付け
サービスがあることを聞いて、思い切って一緒にお願いすることにしたんです。そしたら
億劫に感じていたキッチンの片付けがたったの1日で終わり、こんなにも手際よく片付く
のか～と感激しました。何をどこに収納するかひとつひとつ確認してもらえて、少しも嫌
な思いをせず一緒に片付けることができました。私の心配は取り越し苦労でした^^;お片付けスタッフお二人に 
朝から来て頂き夕方には終わりました。来て頂かなかったらこんなに早く片付けが終わらなかったと思います！
本当にプロのサービスにお願いして良かったです。 

Ｏ様邸施工事例およびインタビュー動画はキタセツのホームページでも詳しくご覧いただけます！ 

 キッチンの搬入後、食器などをキッチンに仕舞うのが大変だわ…という皆様のお悩みにお応えして 
キタセツには『らくらくキッチンリフォーム』というお片付けつきのキッチンリフォームプランがございます。 
実際に、ご利用いただいたＯ様にご感想をお聞きしました！ 

Ｏ様へイ
ンタビュ

ー 

■最後に、らくらくキッチンリフォームのご感想、キタセツスタッフへひとことお願いします。  


