
 

 

 

【常務】 遠藤 祐司 

高校野球！ 

久しぶりに真剣に 

見入っちゃいました。 

【営業部長】 鳥羽 克夫 

河口湖にある親戚の 

工房のゲストハウスに 

泊まったこと。 

【工事主任】 

 野口 武志 

佐渡ドンデン山

～金北山縦走路

を往復しました。  

 
今月の一問一答 

 

【内装営業】 冷水 圭吾 

甥っ子とヤモリ取りに 

行きました。見事GET！ 

甥っ子が飼っています。 

 【営業主任】 田中 和幸 

夏休みに長女が 

二十歳の誕生日を迎え 

細やかながら家族で 

特注のケーキを用意し

てお祝いをしました。 

【経理部長】 渡部 雅美 

いろいろな島を周遊。 

沖縄の石垣島・ 

小浜島・竹富島・ 

伊豆七島の神津島。 

【プランナー】  

菅原 光友希 

伊豆大島の三原山を

自転車で登りました！

激坂制覇！ 

【外装主任】 伴野 詠司 

息子と一緒に 

初温泉♨ 

通話料無料 ０１２０－８１－４４１５ 

【社長】 北川 拓 

郷里の四万十で 

懐かしい顔ぶれと 

再会したこと。 

【技術部長】  

野平 博之 

誕生日にセブ島か

ら帰国。セブ島と

日本でお祝いして

もらいましたが 

日本のケーキが 

一番おいしい♡ 

【工事】 高橋 清 

家でまったり晩酌 

【外装営業】 木伏 洋平 

お盆休みに運動したら 

汗をかき過ぎて 

脱水症状になりました^^; 

【プランナー】  

廣瀬 雅子 

夏バテで食欲が 

減ると期待したのに 

やはり美味しい物の 

誘惑に負けました^^; 

【工事】 大熊 雅志 

買い物や映画など 

近場でゆっくり過ごした。 

【内装営業】 渡邊 真太郎 

 

【イベント担当】  

 清水 久恵 

20年ぶりのゴルフを 

息子と一緒にまわりました。 

息子には勝ちました!(^^)! 

【ニュースレター・ 

広報担当】  

 鈴木 多佳子 

娘と三人での 

初のハワイ旅行！ 

 

 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！！ 

今号のお題は営業の渡邊より『この夏の思い出を教えてください』です。私は『自宅に光冷暖を 

導入したこと』です！外の暑さが嘘のように爽やかで夜もエアコン要らずでスッキリ快眠です♪ 

【工事部長】 

本間 勝慶 

下田の海で 

人命救助を 

しました！ 

【工事管理主任】  

石川 善和 

家族で行った 

八ヶ岳キャンプ♪ 
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【内装営業】  

下山 綾香 

珍しく３回も 

海に行った 

ことです！ 

【工事】 髙山 雄一郎 

友達と佐渡島に 

行きました。 

【内装営業】 山口 菜緒 

北海道旅行。  

何を食べても美味しい！

胃袋がいくつあっても 

足りません^^; 

 

      
       

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・第2土曜・第4月曜  
ＦＡＸ 03-3774-9577 

 各種お問合せは 

こちらへ 

 

～ 屋根・外壁塗り替え勉強会 ～ 
■９/２５（金） １８：３０～ ■９/２６（土） １０：００～ 

場所：大田文化の森 第２集会室 
■１０/３０（金） １８：３０～ ■１０/３１（土） １０：００～ 

場所：大田文化の森 第１集会室 

 貯まります！使えます！ 
銀行振込でお支払いのお客様は 
お振込み後、Tポイント番号をお
電話でお知らせください。 

キタセツなら 
リフォームで 
Ｔポイントが 

 ～ 臨時休業のお知らせ ～ 
誠に勝手ながら１０／２７（火）を臨時休業とさせていただきます。 

これに伴いまして１０／２５（日）～１０／２７（火）までの３日間お休みとなります。ご不便をお掛けいたします。 

 

～ タカラ笑顔のくらし応援フェア ～ 
■１０/３（土）  １０：００～１６：００ 

場所：タカラ大田ショールーム：大田区上池台1-1-6 

 

～ 相続セミナー ～ 
■１１/６（金）  １８：３０～ 

場所：入新井小集会室（ラズ大森内４階） 

～ 光冷暖体感会 ～ 
■１０/３１（土） ■１１/２１（土）各日１３：３０～１４：３０ 

場所：キタセツ ショールーム 

【ショールーム受付】 

玉島 杏柚 

キタセツに入社したこと！ 

友達とご飯に行くと 

以前より為になる 

会話をしていて 

自分なりの成長を 

実感しました。 

【工事】 佐野 数馬 

何と言っても 

キタセツの歓迎会！ 

皆さんに優しくして 

頂きました♡ 

【内装営業】 遠藤 泰彦 

大学時代の友人に偶然再会。 

卒業式以来だったので 

思い出話で盛り上がりました

 

 

 

平成２７年１０月～１１月 発行 ☆祝☆ 第１００号  

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。 

 こんにちは！ カルチャー教室担当をさせて 

頂いております清水です。この夏もお子様

対象のお教室は賑わいを見せました♪ 

ほんの少しですが、親子のふれあいとお子様の笑

顔、可愛い作品をご紹介させていただきます(*^_^*) 

野菜ソムリエと野菜・果物を楽しもう♪ 

野菜・果物とチョコを一緒に味わう“チョコ

ベジ”新しい野菜の摂り方を学べるお教

室です。お子様は真剣に包丁を持ち、野菜

を切ったり型を抜いたり一生懸命でした。

可愛くお皿に並べたらお待ちかね試食

タイム♪チョコレートをつけて食

べてみると、普段は食べにく

いピーマンやゴーヤも美味し

く食べれちゃいました！！ 

やさしいクラフト（粘土）教室 

好きな色の粘土でミニチュア

の学校・ランドセル・うわばき

を作り

ました。

とても

可愛いミニミニ小学

校の完成です♪とて

も可愛く出来ました♡ 

ペーパークラフト教室 

思い出の写真を貼るための

ブック型アルバムを作りまし

た。参加人数も定員を上回

り、とても

にぎやか

♪。たくさ

ん写真を

貼ってね！ 

スクラップブッキング教室 

普段はお母様

が作っている

お子様のアル

バムですが、 

今回はお子様自身が自分

のアルバム作りに挑戦しま

した！可愛いアイデアいっぱ

いのアルバムに楽しい思い

出がいっぱいです！ 

可愛い花かんむり作り教室 

アートフラワー

（造花）を使っ

て、今若い女

の子に人気の

花かんむりを親御さま協力の

もと、ベースから作りました。自

分の頭のサイズに合わせ、自

由にアレンジし、世界にひとつ

だけの素敵な

花かんむりが完

成！ 夏休みにか

ぶってお出掛け

されましたか？ 

フラワー（花だるま）教室 

素だるまに和紙やドライフラワーで飾

り付けて、可愛いだるまさんを作りまし

た。だるまの形に和紙を上手く貼りつ

けるのが少々難しく、お母様がお手伝

いしてあげる場面もありました。早く目

を入れてあげたいですね。 

◇今月のご挨拶『故郷“四万十”に帰省して想うこと』 
◇カルチャー教室報告『夏休みお子様向け教室』  
◇リフォーム現場中継!ズバリ！！『カッコいいトイレに☆』  
◇キタセツの仲間が増えました♪ 
◇今月の一問一答『この夏の思い出を聞かせてください』 



 

 

                      

【Ｋ様のご感想】    
営業の方も工事の方も、段取り
が良く、丁寧なお仕事をしてくださる
ところが好きです。皆さんお優しく、 
安心してお任せできました(*^_^*) 
トイレのリフォーム工事をして本当に
良かったです！大満足です♪ 

【Ｋ様邸で大田区リフォーム助成給付条件とみなされた工事】 
・手すり取付 ・節水型トイレ 
※上記工事が含まれていれば、すべての工事の総額の1割の補助金が支給されます。（工事代金上限200万円まで） 

■男性用小便器と手洗器の排水の流れが悪い。 

お打合せ当初、Ｋ様はキタセツのショールームの

雰囲気を気に入ってくださり『どこの家にもない

カッコいいトイレにしたい！』とおっしゃられて

いましたが、打合せを重ねていくうちに『お掃除

も楽な方がいい！カッコ良くてお掃除も楽なら 

一番！』と夢が膨らんできました☆ 

Ｋ様邸は昨年の秋ごろから今回で３度目の担当をさせて頂きました。 

打合せ中はＫ様も私自身もすごくワクワクして楽しかったです。 

小便器を交換したのは初めてで不安でしたが、営業の先輩 冷水さん、

工事担当 本間さんに相談し、チカラを貸していただいたおかげで 

綺麗に納めることが出来ました。 

今後もお困りごとがありましたら何なりとご相談下さいね！ 

またバスツアーに一緒に行きましょう♪ byキタセツ営業 下山 

リフォーム現場中継！ ズバリ！！
『カッコいいトイレに☆』 

 こんにちは、リフォーム現場中継初登場 リフォームアドバイザーの下山です！ 
先日行った講習会で初対面の方に名刺の写真と見比べられて“痩せたね～”と言われまし
た！入社１年半、童顔の私ですが、仕事のできる女性顔に一歩近づいたのでしょうか（笑） 
 さて、今回ご紹介させて頂くのは大田区にお住いのＫ様。小便器と洋便器が設置されて 
いるトイレのリフォームをされました。以前、駐車場門扉の取付をさせて頂いて以来、 
賃貸物件をお持ちのK様は大手のリフォーム会社で工事をされていらっしゃいましたが、 
「ずーっとキタセツのことが気になっていて…」と15年ぶりにお問合せをくださいました。 

※大田区リフォーム助成金の今年の申請は終了しました！ 

今春、お得意様をお招きして開催した“ＴＯＴＯグ

リーンリモデルフェア見学＆ランチクルージングのバ

スツアー”にご夫婦でご参加いただき、展示会場でＴ

ＯＴＯ商品をご覧になられ、トイレリフォームをお考

えになり始めました。バスツアー解散後に、その足で

ＴＯＴＯ大田ショールームにお立ち寄りになり、 

リフォームをご決断されました。 

あまりの行動力に下山もビックリでした＼(◎o◎)／！ 

Ｋ様のご希望で、便器は落ち着きを持たせつつオシャレ感のあるグレーを選びました。 

フロアタイル（床材）・壁紙・木枠は私（下山）がご提案させていただきました。 

フロアタイルは、一般的に使用するクッションフロアではなく、キタセツの4階にあるキッチンスタジオの 

床に使用した掃除のしやすい床材を使用。手すりも取付け、安全な使いやすいトイレに生まれ変わりました！ 

右の図面のように、ひとつのト
イレルーム内に小便器と洋便
器があり、アコーディオンカーテ
ンで仕切れるようになっていま
したが、アコーディオンカーテン
は取り払い、移動しやすいスッ
キリとした空間にしました。 

【小便器の排水の流れが悪い】 

排水の流れが悪かった為 
高圧洗浄もして、詰まりを 
しっかり解消しました。 

【いざという時に備えて】 

震災などで水が止まってしまった時に備えて、少しでも 
水を貯めておけるタンク付のトイレをお選びになりました。 

掃除がしやすく 
大理石調で 
カッコイイ★ 
こだわりの 

フロアタイル 

Ｋ様にご参加頂
い た“Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ グ
リ ー ン リ モ デ ル
フェア＆クルージ
ングバスツアー” 

 

 

 

キタセツでは今夏、個性溢れる元気な４名の仲間を迎えました♪ 
皆様の“より快適な生活“のお手伝いができますよう、これまで以上に力を合わせて 
励んでまいります！お目にかかった際にはお気軽にお声掛け頂けたら嬉しいです(*^_^*) 

◇この仕事を選んだ理由は？ 

ホームページを見て社員さんが「お客様の笑顔」と

「チームワーク」を大切にしていることが伝わって 

きたので、この会社で働きたい！と思いました。 

◇今後の目標は？ 

お客様第一を常に考え、お客様はもちろん、 

キタセツ、協力業者さんにとってなくては 

ならない存在になれるよう頑張ります！ 

◇名前：遠藤 泰彦 

   （えんどう やすひこ） 

◇生年月日：昭和58年9月生まれ 

◇血液型：A型 ◇星座：乙女座   

◇出身地：静岡県三島市 

◇趣味：フットサル・野球・読書 

◇特技：球技全般 

◇性格：何事にも真面目に取り組む 

    物静かなタイプだと思います。 

◇この仕事を選んだ理由は？ 

自分の仕事でお客様に喜んでいただけるから 

◇今後の目標は？ 

早く一人前になり、お客様のお悩みを 

解決できるよう頑張ります！ 

◇名前：佐野 数馬 
   （さの かずま） 

◇生年月日：昭和57年2月生まれ 

◇血液型：O型 ◇星座：魚座   

◇出身地：神奈川県横浜市 

◇趣味：アウトドア 

◇特技：塗装工事 

◇性格：真面目でマイペース 

◇この仕事を選んだ理由は？ 

内装多能工になり、自宅を自分でリフォームできるように

なるのが目標。キタセツの皆さんの豊富な知識を身に付け

たいから。 

◇今後の目標は？ 

ひとりで全ての工事をこなせるようになる！ 

お客様にご満足頂ける工事をする！ 

◇名前：玉島 杏柚 
  （たましま みゅう） 

◇生年月日：12月生まれ 

◇血液型：O型 ◇星座：射手座   

◇出身地：神奈川県相模原市 

◇趣味：K-POP（LIVE、音楽鑑賞） 

    韓流ドラマ・マンガ全般 

◇特技：模写絵（うつし絵） 

◇性格：几帳面だけどマイペース 

◇この仕事を選んだ理由は？ 

山口さんや下山さんの後輩なのですが、会社訪問した時に 

この会社の人たちと関わってみたいと思いました。 

接客も大好きです♪ 

◇今後の目標は？ 

頼られる人になりたいです！ 

心地よい空間づくり、笑顔で印象に残る対応が 

できるように頑張ります！ 

 キャンプの醍醐味！！ 

満天の星空☆大自然の中のビールとメシは最高です！！ 

◇名前：木伏 洋平 
   （きぶせ ようへい） 

◇生年月日：平成1年5月生まれ 

◇血液型：A型 ◇星座：牡牛座  

◇出身地：神奈川県横浜市港北区 

◇趣味：バスケットボール・DVD鑑賞 

◇特技：筋トレ指導 

（前職がスポーツジムインストラクターです） 

◇性格：ポジティブ！ 

    気持ちの切り替えが早い 
 趣味のバスケ♪豪快にジャンプしてる方がわたくし 

木伏です！ 顔が写ってませんが信じてください（笑） 

 私の愛読書たち♪ 

本に囲まれて、至福の時間を過ごしています。 

オススメの本があったら教えてくださいね！ 

  恋愛成就と幸運を願ってイタリアの 

“ジュリエット像”の右胸に触れて来ました♪ 


