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路LIXILリフォームショップ

ＬＴＳ 吹田店

E-mail : lixilrs-kuzuha@lixil.com
HP：http://www.lixil-rs-kuzuha.com

E-mail : lixilrs-minohchuo@lixil.com
HP：http://www.lixil-rs-minohchuo.com

〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木1-38-10-101号
営業時間 AM10:00～PM6:00（水曜・日曜・祝日休）
TEL：072-855-3477　　FAX：072-855-3466

〒562-0004 大阪府箕面市牧落3-13-33 アクティブ箕面1F
営業時間 AM10:00～PM6:00（水曜・日曜・祝日休）
TEL：072-724-6003　　FAX：072-724-6008

LIXILリフォームショップ
ＬＴＳ 箕面中央店

楠葉中央公園

樟葉
パブリック
ゴルフ場

スーパー
コノミヤ

ダイソー

くずは
モール

ドラック
ユタカ

枚方船橋郵便局

藤原

船橋

モール北

上島町

楠葉中央

ＧＳ

西招堤町

モール南

酒の楽市

LIXILリフォームショップ
ＬＴＳ くずは店

E-mail : lixilrs-suita@lixil.com
HP：http://www.lixil-rs-suita.com　

〒565-0824 大阪府吹田市山田西1-26-17
営業時間 AM10:00～PM6:00（水曜・日曜・祝日休）
TEL：06-6816-2230　　FAX：06-6877-8767

大阪府吹田市・豊中市・茨木市・摂津市他北摂エリアの
マンション・戸建リフォーム工事の見積りのご依頼は

0120-720-347

大阪府枚方市・寝屋川市・門真市・守口市、京都府八幡市他
マンション・戸建リフォーム工事の見積りのご依頼は

0120-101-127

大阪府箕面市・池田市・茨木市・高槻市他エリアの
マンション・戸建リフォーム工事の見積りのご依頼は

0120-071-102

千里山田住宅

キャンペーンでお得にリフォームを！

スタッフの一言

ＬＴＳ 吹田店
ＬＴＳ 箕面中央店
ＬＴＳ くずは店

リフォーム通信 リフォーム通信 リフォーム通信 ～夢をかたちに～～夢をかたちに～～夢をかたちに～ 2017.10
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こんにちは、店長です。Interview

LIXILグループ直営ショップ

皆さん、こんにちは。店長の中村です。
10月に入り朝晩は肌寒く、昼はすこし汗ばむ陽気で寒暖差が大きいですがみなさま体調はいかがでしょうか？
風邪を引きやすい時期ですので体調管理に十分にお気をつけてください。私も休日散歩をしながらこの時期に咲
く金木犀の香りから、季節の変わり目を感じたり、昭和を駆け抜けた若き日の学生時代の頃を思い出します。
（あの頃は体力あったなぁ…など思い出に一瞬浸ってしまいます。いつの間にこんなおじさんになったのか…）

それはさておき、もうあと３か月足らずで新年です。新しい年をリフレッシュしたおうちで迎える為にはそろそ
ろご準備を！年末にかけてお客様からのご依頼が急増中です！お急ぎください！

ショップスタッフ
中尾 恵子 

副店長
里中 憲一

プランナー
末政 和貴 

コーディネーター
松尾 真実

ＬＴＳ吹田店・箕面中央・くずは店長　中村 剛
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施工管理
吉岡 建也

お 題

家をリフォームす
るならどこをしま
すか？ 仕上がり
はどんなイメージ
ですか？

コーディネーター
永田 智美

プランナー
桜井 淳 

副店長
山田 高嗣 

ショップスタッフ
的場 真利子 

副店長
酒造 隆 

店長
中村 剛

プランナー
川口 将平 

コーディネーター
川口 華澄

ショップスタッフ
今里 英世 

ベランダにサンルームのサニージュ
を付けたいです。雨でも気にせず
洗濯物を干せますし、花粉症の私
にとって花粉の影響が少なくなる
のも魅力的です。一緒にベランダ
用のウッドデッキも取付けたいで
す。

今の住まいは持家ではないのです
が、自由に改修してよいなら
キャットウォークなどを造りたい
です。が、わたしの意見はほぼ
通らない気がします。

ガーデンルームを設置したく思いま
す。以前お客様宅でガーデンルーム
『ココマⅡ』を設置して大変きれい
に仕上がりました。私の好みは南欧
風なナチュラルな感じが好きなので
ホワイトか木目のガーデンルームに
淡い色のタイルを床に敷きたいです。

1階の和室とリビングをひとつにし
て広〜くしたいです。テーブルや
椅子、照明、内装にもこだわって
アンティークな空間にして
ガッツリ寛いでうまいお酒を飲み
たいなぁ…。

やっぱり水廻りのリフォームです。
浴室はテレビを付けて、サイズも
１４１８サイズでゆったり入浴し
たいですね。
洗面・トイレ・キッチンは、掃除
のし易さを考慮した、仕上がりに
したいものです。

リフォームをするならキッチンで
すね。私は背が高いので現在高さ
700㎜の吊戸棚を高さ500㎜に変
えて頭を打たないようにして
背筋ピーンで料理が出来る楽しい
キッチンがイメージです。

自分の家をリフォームするならまず
はキッチンです！私が今住んでいる
おうちは賃貸マンションなので
キッチンの調理スペースがとにかく
狭くて…！贅沢を言わないので
まな板とお皿を並べられる調理
スペースがあるキッチンが欲しい
です(笑)

浴室の排水口掃除が大変なので
ぜひユニットバスのリフォームを
したいです。
排水の渦の力でお手入れが簡単に
なるくるりん排水口で、もっと快
適にお掃除ができたらと思います。

まだ実在していないと思いますが
自動調理機があったら付けてみた
いです。肉や野菜をセットすれば
１００種類ぐらいあるメニューか
ら好きな料理が出てくる、そんな
機械があったら欲しいですね。
将来ＬＩＸＩＬから発売される
かも？

我が家のキッチンは細長く広がって
いるので、横移動が多い動線です。
特に朝の忙しい時間は、すれ違う
度に家族とぶつかります。アイラン
ドキッチンのように周遊性があり
空間にゆとりのあるキッチンにした
いですが、それを実現しようと思う
と大リフォームになりそうです。

外構が古くなっているので
リフォームしたいです。
イメージは値段関係なく夢だけで
言うと、建物が和のテイストですの
で外構も合わせて和風の門扉そして
自動で開くカーゲートを設置したい
です！

リフォームしないといけない箇所
はたくさんありますのでリフォーム
というより、建替えか新築で住まい
を全て一新したいのですが…
夢を追いかけ続けなかなか現実に
は結びつきませんが、なんとか
したいですね~（笑）

ダイニングキッチンと間取りです。
賃貸マンションなので 明るくてカ
フェのようなキッチンに家具類  
木の色が絶妙な色合いで 床がタイ
ル張りのちょっとした明かり採り
になっているガーデンテラスのよ
うな小さな部屋妄想はどんどん膨
らみます(笑)

期間中、LIXILショールームにご来館のうえシステムバスルーム
『アライズ』( Cタイプを除く）をお見積り、2018年1月末まで
にご採用いただいたお客様に「あったかパック」か「浴室換気
乾燥暖房機」をいずれかおひとつ商品代無償でお選び頂けます。

本チラシを
LIXILショールーム
にお持ち下さい

箕面中央・吹田・くずは

自分の家はリフォーム済みですので
自分の実家をリフォームするなら
土間スペースをつくったり、吹き抜
けをつくったり、みんなが集まって
遊べるスペースをつくったり…
したい事がたくさんあってまとまり
ません！

ＬＴＳ吹田店・箕面中央・くずは店

ショールーム箕面ショールーム南港
住所：大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62 住所：大阪府箕面市萱野4-5-45

枚方水まわりショールーム
住所：大阪府枚方市西船橋2-47-7

LIXIL ショールーム相談会LIXIL ショールーム相談会 ショールーム電話番号：0570-783-195（ナビダイヤル）
※近畿エリアのショールーム代表電話
営業時間：午前10時～午後5時

１０/２１（土）, １０/２８（土）
１１/１１（土）, １１/２５（土）
１２/２（土）, １２/９（土）, １２/１６（土）

１０/２８（土）
１１/４（土）, １１/１８（土）
１２/２（土）, １２/９（土）, １２/１６（土）

１０/２８（土）
１１/１８（土）
１２/１６（土）

開
催
日

グレードアップキャンペーン
2017. 10.1［日 ▶▶▶12.31［日］］開催期間

LIXIL
『アライズ』
をリフォーム
工事でお見積

アライズ

※今回お送り致しました
ダイレクトメールに本チラシ
を同封しております。

お近くに
お越しの際は
ぜひお立ち

寄り下さい！

箕 面 中 央 店

吹 田 店

く ず は 店



暮らしのメモInformation Examples こんなんできました！上手にできました！

(Comments by  永田 智美）

【箕面市 Ｋ様邸 築36年 和室から洋室への改修工事、内窓・玄関ドア入替工事】
和室から洋室のリフォームはお部屋が寒いことをお悩みにされておられましたので
壁には断熱材を入れ、窓は断熱内窓のLIXIL製品「インプラス」を設置しました。
また、玄関はドアだけの入替で工期も約１日で完了できるLIXIL製「リシェント」を
ご採用頂きました。ランマをなくす事で、すっきりとしたデザインに仕上がりました。

B e f o r e

A f t e r

A f t e r

　　　きれいで明るい空間になりまし
        た。玄関ドアも防犯性がアップし
                      て安心です。

お客様のコメント

秋服＆冬服見直しのタイミング
着飾っておしゃれすることは楽しみですが、洋服や小物は増える一方。着る機会がほとんど
ないのに、捨てられずにしまってある服はありませんか。すっきりした快適なくらしのため
に、このタイミングで自分にあった衣服の持ち方を探してみましょう。

衣替えの季節に洋服の整頓をしてみましょう！

大切な服を残して
より快適な暮らしに

(Comments by  桜井 淳）

【吹田市 Ｓ様邸 築44年 水回り改修工事】
ユニットバスから階下漏水のため、浴室、洗面、トイレの交換をさせて頂きました。
脱衣所の出入枠が狭かったため、洗濯機交換時に枠を一部分切断されていました。
新しい枠の設置と同時に、引戸設置をご提案しましたところご採用頂くことが出来ま
した。白を基調とした清潔感のある空間に仕上がりました。

　　 今まではカーテンで仕切っ
ていたので、引戸が付いて気持ち
　　 よくお風呂に入れます。

お客様のコメントB e f o r e

衣類を見直す前に、まずはライフスタイルに合わせ
た必要な服の量など自分なりの基準を定めましょう。
　　　　　　　　　　あわせて、使いやすい状態で
　　　　　　　　　　収納できる量を想定すること
　　　　　　　　　　も大切です。一つひとつの衣
　　　　　　　　　　類を見直すときは、まず去年
　　　　　　　　　　の秋冬に着たかどうか、これ
　　　　　　　　　　から着ることがあるかどうか。
　　　　　　　　　　プラスして、似た色やデザイ
　　　　　　　　　　ンの服がないかどうかも
　　　　　　　　　　チェックしながら選びます。
　　　　　　　　　　また、ちょっとくたびれてき
　　　　　　　　　　たものについては、つくろい
　　　　　　　　　　などの手間をかけても持って
　　　　　　　　　　いたい服かどうかを見直しの
　　　　　　　　　　基準のひとつにしてもいい
　　　　　　　　　　かもしれませんね。


