
皆さん、こんにちは。店長の中村です。
ピョンチャンオリンピックが終わってすぐにこの原稿を書いてますが、感動と興奮のオリンピックで
した！パシュートの決勝戦の時はゴールの瞬間思わず立ち上がって叫んでいる私がいました…。何か
に向かって力強く突き進んでいく姿は年齢、性別問わず美しいです。個人的にはレジェンド葛西選手
の活躍を期待していましたが、ここまで来ると 8 回もオリンピックに出場することがゴールドメダル
です。私たちもリフォームのゴールドメダルをずーっともらえる様に精進いたします！
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『お金もお休みも気にしなくてよいならば  今 何したい？』

旅行に行きたい！
良い場所に良い風景！
うまい料理！に土地の
人達とふれあう旅を
数か月したいです！！

全国津々浦々、有名ど
ころの温泉めぐりと
ご当地グルメを堪能し
ながら訪れた場所の風情
を自分の知識として蓄え
たいです。

プロの料理人の方を自宅に招いて
ご飯を作ってもらいたいですね。
包丁の研ぎ方から、調理の仕方も
全部教えてもらって私でも作れる
レシピを作って欲しいですね。
１週間に１回ぐらい自分でご飯を
作って、みんなにおいしいと言っ
てもらえたら嬉しいです。ラーメ
ン、焼きそば、お好み焼ぐらいし
か作れませんが…。

プランナー
桜井 淳 

私は、ワーキングホリデーに行
きたいです。ヨーロッパのどこ
かの国で英語と現地語を不自由
なく話せるようになれたらいい
なぁって思います。ヨーロッパ
のきれいな街並みの中で、コー
ヒー片手に外国語をすらすら話
して働いている女性ってかっこ
いいですよね。ほんとうに憧れ
です。

コーディネーター
永田 智美

各都道府県の名物料理を
食べて地酒を飲んで温泉
旅館に泊まって、日本
一周をローカル線電車
でしてみたいです。プランナー

川口 将平 

『一度は 宇宙へ行って、宇宙から
地球を見てみたいです。』
先日、天体望遠鏡で初めて天体
観測をいたしました。
月が鮮明で手が届きそうなぐらい。
生きてる間に一度は行ってみたい
ものです。

副店長
里中 憲一

フロリダのディズニーランド
に行きたいです！
一度、学生時代に卒業旅行で
行ったことがあるのですが、
1 週間では周り切れないほど
の広さで、いつかもう一度
行きたいと思っています

（●＾o＾●）

コーディネーター
松尾 真実

ギター教室に通って
弾けるようになったら
エレキギターを
買いたいです。

副店長
酒造 隆 

もし今お金もお休みも気にしな
くてよいのであれば、スタート
は日本各地で旅行というよりは
地域の人と仲良くなって色々な
人と出会って色々な体験をして
経験値を増やしたいです。
そんな旅がしたいです＾＾

ショップスタッフ
今里 英世 

ショップスタッフ
中尾 恵子 

2 週間くらい
ヨーロッパで
博物館巡り
したいです。

プランナー
末政 和貴 

バックパッカーで色々な国を巡
り、有名建築を見る旅をしたい
です。ファンズワース邸やグッ
ゲンハイム美術館は一度足を運
んでみたいです。アルフォンス
ミュシャも好きなので、美しい
ポスターなどを間近で楽しめた
らなと思います。

コーディネーター
川口 華澄

今年の目標の一つでもあります
『美味しい肉』を食べるです。
色んな所へ行き食べたいと思い
ます。ですが …保護犬
 保護猫のボランティアにも
再度行きたいと思ってます。

ショップスタッフ
的場 真利子 『お金もお休みも気にしなくて

よいならば  今 何したい？』
と…言われれば、自由気まま
に旅行に行きたいです。
とりあえず、北海道から各地
方のおいしいものと温泉を堪
能したいですね…。

施工管理
吉岡 建也

たぶん同じ回答がたくさん出ると思いますが旅行ですね！
費用を気にせずにたくさんのアトラクションを楽しんだ
り、時間や期間を気にせずに満足するまで滞在したり
もちろんご当地の美味しいものを食べたり…。

吹田店

吹田店

吹田店

吹田店

吹田店

店長　中村 剛

箕面中央店

箕面中央店

箕面中央店

箕面中央店

くずは店

くずは店

くずは店

くずは店

スタッフの横顔

副店長
山田 高嗣 

～夢をかたちに～～夢をかたちに～

LIXILキャンペーン情報

庭で暮らしアッププレゼントを
手に入れるには・・・

≪条件１≫
まずは2018年3月1日（木）～5月31日（木）
までにエントリー！（エントリーはお早めに）　

≪条件２≫
2018年4月1日（日）～6月30日（土）までに
対象商品を20万円以上ご購入。（LIXILカタログ掲載価格）

≪条件３≫
2018年7月25日（水）24時までに購入情報を申請。

対象商品

A賞：ガーデンルーム（ルームタイプ）暖蘭物語・ジーマ・ココマ・フィリア 
B賞：ガーデンルーム（テラスタイプ）ジーマ・ココマ・フィリア・
サニージュ・シュエット・彩風・独立オーニング・プラスＧ・
樹ら楽ステージ木彫・樹ら楽ステージ・タイルデッキ・デザイナーズパーツ

※画像はイメージです。

さらに！！ ご当選されなかった方でも
対象商品ご購入でもれなくプレゼント！

カタログギフト

5万円分10 万円分

合計500名様に！

A 賞 B 賞

JCBギフトカード

2018年4月1日から6月30日の間に20万円以上（LIXILカタログ掲載価格）購入した方が対象となります。

2018年3月1日（木）から2018年5月31日(木）24時までに「キャンペーンサイトより応募フォームにアクセス」の上必要事項をご入力ください。エントリー方法

エントリーから景品受け取りまでの流れ

第1回：4月3日（火）／第2回：4月17日（火）／第3回：5月1日（火）／第4回：5月15日（火）／第5回：6月7日（木）
※期間中合計500名様が当選。 ※早期のエントリーで、最大5回の当選チャンス。

当選・落選メールが
届く

当選・落選メールに記載された
URLにアクセスし
購入情報を申請

or

書留

ギフトカード

カタログ
ギフト

まずエントリー！
（最大5回のチャンス）

エントリー
Click！

ご当選おめでとうございます！

※お施主様の許諾を得たうえで、
　販売店様による代理エントリーが可能です。
※1コースにつきエントリーは
　1回とさせていただきます。

※販売店様による代理エントリーの場合、
購入情報を申請するURLはお施主様に
お送りします。

2018 年3月1日（木）～5月31日（木）
＊対象商品によりプレゼント金額が異なります。また、賞品は、対象商品のご購入を確認させていただいた後のご提供となります。

※詳しくはキャンペーンサイトにてご確認ください。

キャンペーン期間中にエントリーいただいた方の中から抽選で５００名様に
ＪＣＢギフトカード１０万円分もしくは５万円分をプレゼント！ご当選され
なかった方でも対象商品ご購入でもれなくカタログギフトをプレゼント！

エントリー受付期間

「キャンペーンサイト」
QRコード

※キャンペーンサイトの「キャンペーン」
ページにすすんでいただくとご応募
できます。
ご応募の際はキャンペーンページ内
の「注意事項」を必ずお読みください
ましてエントリーをお願い致します。

景品発送

当選発表日

キャンペーンサイト URL　http://www.lixil.co.jp/lineup/gardenspace/s/garden_room/default.htm



暮らしのメモ

愛らしい多肉植物を育ててみよう
お手入れの季節は今！アレンジも自在に バスルーム・トイレ

世界各地の砂漠など厳しい環境に生育する多肉植物。独特のユニークな外観から
ガーデニングのアクセントとして、また屋内では観葉植物としても大人気です。
丈夫な上に手間もかかりませんので
この春、はじめてみてはいかがで
しょうか？

多肉植物は、本来の厳しい環境では、雨季に葉や茎などにしっかり水分を吸収し、乾燥している時
期は蓄えた水分で生育します。このため、よい環境で年中水や肥料を与えれば、どんどん大きく
なってしまいます。逆に、水分や肥料をあまり与えなければ成長を抑えられますので、好みのサイ
ズに自分で調整することができます。育てるには水はけのよい土を選んで。寄せ植えも簡単です。
市販の人気の品種の大半は夏によく育つので、春から夏にかけてのこの時期がアレンジに最適。
特に難しい技術はいりません。お好みのカット苗を自分のセンスで配置してください。

多肉植物の基礎知識

B e f o r e
A f t e r

B e f o r e
A f t e r

Comments by
川口  華澄

ご高齢のお父様が安全・快適に過ごせるようにリフォームをしました。
浴室は、浴槽への入りやすさや洗いやすさを考慮してスパージュを
ご選定。このスパージュは高級感あふれるワンランク上のたたずまい
となっており、「アクアフィール（肩湯）」と「ジェットバス」でご家
族皆さんの日頃の疲れを癒します。
トイレはシンプルでコンパクトな形のサティスS をご提案。空間がよ
り広く、明るく感じられるようになりました。また、バリアフリー視
点では、手洗い器を側面に設けることで、従来の急な姿勢ではなく
ゆとりをもってお使いいただけるようになりました。

Comments by
山田 高嗣

トイレが故障してしまった事を機におもいきってトイレ
ルーム全体のリフォームのご要望。当初、手洗いカウン
ターは正面にありましたが側面に
変更。サティスＧの背面にカウン
ターを特注で設置しました。
お施主様と一緒に壁紙の色、カウ
ンターの色形、キャビネットカラー
など楽しく打ち合わせさせて頂き
素敵な空間に生まれ変わりました！

リフォーム施工例

トイレ

思った感じに仕上
がりました。配色
のコントラストも
すごく気に入って
います。

お客様のコメント


