
 

 

 

 

 

      
       

【営業】 冷水 圭吾 

モノではないですが… 

「子供」 

コウノトリにお任せです（笑） 

 

【常務】 遠藤 祐司 

「疲れない身体」 

最近、歳を感じています。 

 

【営業部長】 鳥羽 克夫 

「i phone 5」 

今の4を使って早2年… 

新しいの欲しいです。 

 

【工事】 野口 武志 

「徳川埋蔵金」 
どのくらいか 
みてみたい。 

 

 今月の一問一答 

 

 【営業】 田中 和幸 

「時間」 

要領が悪いので 

自分の時間 

家族との時間が足りません。 

 

【経理事務】  

渡部 雅美 

「パナソニックの目もとエステ」 

業務上、パソコンと一日中 

向かい合ってるので 

これで疲れ目を癒したいです。 

【工事】 石川 善和 

「自宅に温泉」 

よし！掘るぞ～(笑) 

【プランナー】  

菅原 光友希 

「自分のやりたい事を 

すべてこなす 

気力と体力」 

 

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！ 
美味しいものを抽選でプレゼントさせていただきます♪ 
お便りどしどしお待ちしておりまーす！！ 

【営業】 伴野 詠司 

「マイホーム」 

４人家族になったので 

そろそろ欲しいなぁ。 

 

【工事副部長】 

本間 勝慶 

「車の改造費」 

エンジンとか 

見えない所を 

改造したいです。 

 

【プランナー】 

 廣瀬 雅子 

「ＤＶＤレコーダー」 

録画機能が壊れたので 

見たい番組が録画出来ず 

悲しいです(T_T) 

 

ご当選おめでとうございます♪ 

通話料無料 ０１２０－８１－４４１５  

（受付時間9:00～19:00）Fax 03-3774-9577 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.kitasetsu.co.jp 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@kitasetsu.co.jp 

 各種お問合せは 

こちらへ 
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【社長】 北川 拓 

「ゴルフに行く時間」 

自然の中で、思いっきり 

クラブを振りたいです！ 

アンケートハガキのご返信ありがとうございました！！ 

【工事部長】  

野平 博之 

編集発行：株式会社キタセツ 
建設業許可（般）20第108750号 

〒143-0022 東京都 大田区 東馬込2-12-1 

【工事】 高橋 清 

「お金」 

何をするにも 

必要です。 

【営業】 竹浪 智美 

「長期休暇」 

二ヶ月位かけて 

のんびり海外旅行に 

行きたいです。 

【ニュースレター・広報担当】  

 鈴木 多佳子 

「車の最新オーディオ」 

マニアックなオーディオなので 

使いにくい！！ 

車でＤＶＤが見たいよ～♪ 

今月のプレゼントは 

青森県 『活ほたて貝 2㌔』 

12枚～15枚  

【アフターサービス】 高橋 拓人 

「質の良いミニコンポ」 

数千円で購入したラジカセは 

音がワルすぎて… 

高級品は子供に壊されそうで 

買えずにいます… 

アンケートハガキをお送りくださった方の中から  
毎月抽選で５名様に おいしい品をプレゼン ト♪         

 

【営業】 山口 菜緒 

「ベッド」 

今はうすーい布団一枚 

身体は痛いし寒いので^_^; 

【ショールーム】  

 清水 久恵 

「実家に行って 

のんびり過ごす時間」 

先月のプレゼント宮城県[ 佐々直の笹かまぼこ ］を 
お送りさせていただきました。 
ご当選者5名様↓ 

 東馬込 Ｉ様  西大井 Ｈ様  中央 Ｙ様 
 南馬込 Ｓ様  大森西 Ｏ様      

【工事】 大熊 雅志 

「パソコン」 
しばらくパソコンのない
生活が続いてるので。 

 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！！ 

今回のお題は、工事部 野平より『今、一番欲しいモノは何ですか？』です。私は『車』です。周囲が持っ

ている人が多いのでやっぱり欲しいなぁ…。でも維持費とか考えるとなかなか手が出ません…(+o+) 

 

 

平成２４年１２月～平成２５年１月 発行第８３号  

 整理と
収納は、主婦に
とって頭を悩ます
お困り事のひとつ
です。 
参加者様に「自宅
に帰って早速実行
します！」と言っ
て頂けると、とて
も嬉しいです。 
皆様のご自宅が
スッキリとした気
持ちの良い空間を
保てるよう、お手
伝いをしていきた
いと思っておりま
す。 
ぜひ、一度ご参加
くださいね。 
    ｂy廣瀬 

この町の皆様が、安心・快適・しあわせに暮らすために 

 こんにちは、キタセツ住空間収納プランナーの廣瀬です。私が講師を務めさせていただいている今年開講しました収納ワー
クショップ。毎回テーマを変えて開催しています。整理収納って？から始まり、大型モニターを使って具体例のお写真を見ていた
だきながらのアドバイス、皆様の質問におこたえしながら進めています。 

「御
幣
（ご
へ
い
）」
「四
手
（
し
で
）」 

四
方
に
大
き
く
手
を
広
げ
、
繁
盛

す
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
が
あ
る
。 

100均
グッズ
を活用
して簡
単に片
付くこ

とがわかり『買って帰りま～
す♪｣と晴れやかな笑顔でお
帰りになりました！ 

 第3回～住まいの 
            ダイエット洋服編～ 
毎回参加者様が増え、今回は定員
を上回っての開催となりました！ 
家の中でのお困りアイテムNo.1の
洋服。写真やイラストをモニターで
見ていただきながら、出し入れしや
すい収納法や、スッキリ見せる収納
法などのポイントをアドバイス。よく
わかった！大変参考になった！帰った
ら実践します！とたくさんのお喜び
の声をいただきましたヽ(^o^)丿 

片付かない…どんどん増えて行
く洋服。、出し入れしやすい洋服
のたたみ方を参考に、引出しか
ら溢れている子供服から取りか
かろうと思います！             by清水 

・今月のご挨拶『郷里の懐かしい風景』 
・イベント報告 キタセツスタッフ廣瀬の『収納教室』 
・リフォーム現場中継!キッチン改装工事  
   『最新ガスコンロ設置』で出張調理実演会!?  
・震災に備えて！『自分で出来る！我が家のチェック』 
・屋根＆外壁塗替え/相続税＆贈与税セミナー報告 
・今月の一問一答『今、一番欲しいモノはなに！？』 

 「橙（だいだい）」 
家が代々栄えるようにと 
いう意味が込められている。 

 

 

「ゆずり葉」 
新しい葉の芽生えの
為、古い葉が交代する
（譲る）ことから子孫繁

栄を表す。 
 
「うらじろ＝しだ」 
新芽が重なって生える
為、家族の繁栄の願
いが込められている。 
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個別相談にものります 

第1回～キッチン編～ 
所持品を収納しきれないと 
お悩みの仲良し姉妹での 
ご参加。最初は廣瀬の話を
黙って聞いてましたが「あっ、
そうすればいいのね！」の 
一言から、ひらめきと気づき
でワークが活気づき、参加者
様の声音が明るくなってい
き、どんどんお悩み解決へ… 

第2回～おうちの書類の整理編～ 
家の中には、捨てられない手紙やチ
ラシや領収書、取説など紙の書類が
意外に多いもの。 
「引き落とし確認ハガキや光熱費の
レシートなどは必要書類に入りますか
～？」の質問に、参加者様のお子様
託児中の私も耳がダンボ！！ 

自宅の書類を思い出
しながらの分類ワーク 
『家電の保証書と取
扱説明書』1分類にす
る派と、それぞれに分類する派と様々。 
 参加者様それぞれ

違う分類にひらめき
がいっぱいです。 
あとは実践のみ！ 
とヤル気満々に 
なられていました♪ 

リフォーム相談で必ず出てくるのが収納の話。 

片付けたいのに方法がわからないお悩み箇所。耳だけ

参加の私も気づきがたくさんありました☆    by菅原 



 

 

 秋のTOTOお客様大感謝祭にご来場いただいた折、「せっかくデリシ

ア（ビルトインガスコンロ）を買って、オプションでダッチオーブン

をつけたのに、使い方がよくわからないから一度も使っていないのよ

～」とＹ様。私の｢それならご自宅で実際に調理をしてみましょうか

♪」と提案させていただいたことがきっかけで実現した 

出張調理実演試食会。わたくし北川と田中と竹浪の3人で、こだわり

の食材を抱えてＹ様邸にお邪魔し、ダッチオーブンを使用した調理実

演をしました。その節は、大切なキッチンを使わせて頂き、ありがと

うございました。私の手料理はいかがでしたでしょうか？ 

ほぼデリシアのチカラですが(笑)。新しいキッチンは使い勝手が良く

気持ちが良いですね♪ご主人様お気に入りのステンレスの輝きもスッ

キリとしていてステキです☆ 

 自宅のキッチンも新しくしたくなりました(笑)     ｂy北川  

いつもお世話になり、ありがとうご
ざいます。この度の調理実演は私も
大変勉強になりました。 
これからは奥様だけだはなく、ご主
人にもダッチオーブンを使ったお料
理をしていただけたら嬉しいです♪ 
末永いお付合いを宜しくお願い致し
ます。                                                                       by   竹浪 

Ｙ様のご感想 
工事を進めていくうちに変えたいとこ
ろが出ても快く聞いてくれて、出来る
だけこちらの要望に応えてくれまし
た。竹浪さんに担当してもらえて良
かったです♡工事スタッフの野口さん
のマナーの良さにも驚きました！ 
本当に色々感謝です。 

 

小柄な奥様の使い
勝手を考え、吊戸
棚は、電動の昇降
式にしました。 
 
キッチン背面カウ
ンターは、家具に合
わせて木目調をお
選びになりました。 

施工前 施工後 

 

 

キッチンの裏はこんな風に 
なっています。 

リフォーム現場中継！キッチン改装工事  
『最新ガスコンロ設置」で出張調理実演会！？ 

リンナイ（ビルトインガスコンロ）デリシアを選んだ理由 

各メーカーのショールームを見てまわり、料理教室等のイ
ベントにも参加していただきました。その中でもキタセツ
ショールームで開催した『最新調理機器を使った料理教
室』で使用したデリシアを気に入っていただき、クリナッ
プのキッチンにリンナイのビルトインコンロ『デリシア』
を組合わせることになりました。 

長年…？ 
花嫁修業中の竹浪(汗) 
不安げに見守る北川 

手料理の数々を 
自らよそう北川 

 こんにちは、お正月の旅でおいしい物をたくさん食べるのが待遠しい竹浪です♪ 
今回ご紹介するのは大田区の築24年の集合住宅にご夫婦でお住まいのＹ様。 
弊社主催のバスツアーやTOTOの感謝祭などのイベントにお友達を誘ってご参加さ
れるうちに、｢色々な所をリフォームをしたくなってきたわ～♪｣とご相談を頂き、
今回はキッチン改装をいたしました。 
 今まで、大きなリフォームをされていないY様。キッチンを改装する時に、壁紙
の交換と畳の表替えも一緒にされ、新築気分を味わえたご様子です。 

メインメニューは豚肉の
ロースト ローズマリー風
味！他にピラフやピザも
数種類と盛沢山!! 

お嫁にいかれた娘さん
とお孫さん、ご友人も
駆け付け、賑やかな宴
になりました(笑) 

キタセツは売りっぱなしには致しません！今後もご要望があれば 
キッチン改装してくださったお客様には出張調理実演サービスを 
させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいね♪ 

このような自由な組合わせやご要望にご対応出来るのは 
町のリフォーム店キタセツだから！なんです☆ 

クリナップのキッチンを選んだ理由 

ご主人様がクリナップのキッチン“クリン

レディ”のテレビCMをご覧になり、オール

ステンレスのキッチンに一目惚れ☆ 

奥様のご要望で、扉の面材は白の木製に！

シンクや引出しの内側もすべてステンレス

で、お手入れしやすく、スッキリとした落

ち着いた雰囲気になりました☆ 

 

 

 前号に引続き「震災に備えての住まいのチェックポイント」をお伝えします。     
 地震はいつ襲ってくるか予測できないところに恐ろしさがあります。いつ発生して
も適切な対応がとれるよう各ご家庭でしっかりと備えておきましょう。 
今回は、普段はなかなか見る機会のない基礎や床下。大掃除のこの時期こそじっくり
チェック。基礎をゆっくり観察しながら家のまわりをぐるっと回ってみましょう♪
キッチンや洗面室に床下点検口や床下収納庫があれば内部のプラスチック容器を外せ
ば床下を見られる場合があるのでみてみましょう。 

雨が降ってないのにぬかるんでいる場合、地中の給水管などが破損して水漏れを 

起こしていることもあります。 

地中の給水管から水漏れを調べるには、水を使っていない状態で水道メーター脇の 

元栓を閉めメーターが動いていないかを確認します。水を使っていないのにメータ 

ーが動いていたら、地中や住宅内で水が漏れている可能性があります。 

※元栓は、戸建は建物外周部の地面に設置された鉄製またはプラスチック製の蓋の中、マン

ションは玄関ドア付近にあるメーターボックス内にあるのが一般的です。キッチンや洗面台な

どの水栓の水漏れが止まらない時などは、この給水管の元栓を閉めましょう。 

幅が0.5㎜を超えるヒビ割れがありませんか？あるいは鉄筋が露出していたり、コンクリート 

表面に鉄サビが浮いていませんか？定期的に増えたり広がったりしていないか確認してください。 

Ｙ様ありがとうございます！ 

白蟻の繁殖する温床になります。すぐ掃除してください。 

白蟻が巣を作っている可能性があります。どこに出入りしているか確認してください。 

判らない場合は専門家にご相談ください。 

断熱材が無かったり、欠損している場合は補修しましょう。 

※過去一年以内に害虫駆除の

薬剤を撒布した場合は床下に

は入らないでください。 

給水管や排水管が水漏れを起こしている、また白蟻などの原因が考えられます。 

この写真は個人情報厳守
の為、白黒にしてあります。 

フローリングの目地を外壁にみたて、シリコン
とコーキングガンを使ってメンテナンス作業
を体験。皆さんとても楽しそうでした♪建物
や網戸等の洗浄に役立つ高圧洗浄機が
ジャパンネットタカタで安く販売してますよ
～と講師の遠藤。他社商品を宣伝して笑い
が起こる一幕もありました♪      ｂｙ冷水 

屋根や外壁に、ご不安をお持ちの方が想像以上に多く、熱心に 

耳を傾けていただけました。屋根・外壁診断のご依頼も承りました！ 

ご好評につき☆12/15（土）開催決定！！ふるってご参加ください☆ 

キタセツの顧問税理士の尾崎先生を講師にお
迎えし、先生の著書を元に、参加者ご自身の将
来や残された家族が困らないように『知らない
と損をする、知っておくことが
大切』な税のお話をしました。 

身近な税のお話なので、皆さんご熱心で具体
的な質問もたくさん出ました。 
現金より物で相続する方が相続税は安いんで
す！なので、生前にリフォーム等にお金を使った方が残された方に
もメリットが多く喜ばれますよ～なんて知っ得情報もありました♪ 

 外壁診断報告書 

日程が合わず、今回ご参加いただけな

かった皆様に朗報です！ 

キタセツのお客様特典として、尾崎先生

の個別相談を一回無料で受けていただ

けます。 ご相談されたい方は 

  キタセツ 0120-81-4415 北川まで♪ 

・塗り替え時期のセルフチェック 

・自分で出来るメンテナンス 

・耐久年数   ・適正見積り 

・助成金等のお得情報 など 

② 

⑥ 

⑦ 

④ 

換気口がふさがれると、床下に湿気が溜まり、木部の腐朽を促進してしまいます。すぐに移動しましょう。 

① 


