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豊かな暮しの提案…【安心リフォーム】、見積り無料！
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新築・ 増改築・ リ フォーム・ エクステリ ア

豊かな暮らしの提案豊かな暮らしの提案

信頼と実績、年間1000件を超える工事実績が信頼の証！

夏本番､暑さ対策リフォーム特集

2016.6.26

※価格表示は税抜き価格です。お見積りの際に、消費税込みの総額見積書を提出いたします。　お気軽にご相談ください。

お盆準備リフォーム ご先祖様 ・ お客様をお迎えする､お盆の
季節、 きれいにしてお迎えしましょう。

●ご仏壇置き場新設工事
　　〈実際の工事事例〉
和室の一角 (床の間 ) にお
仏壇置場を設けた工事です。
お仏壇の大きさに合わせ、
地袋を設け、 仏具などを
収納できるようにしました。
　工事費合計　31 万円

和室
内装
工事

暑さ対策①家の中に風を通しましょう。 暑さ対策②真夏の日射しを遮りましょう。

その他の工事暑さ対策③やっぱり､お風呂でしょう。

お盆に向けて､台所リフォーム 食中毒に注意が必要
な季節がきました。

●キッチン改修工事 〈ﾊｳｽﾃｯｸ〉 システムキッチン

●台所内装工事
床 : クッションフロア張り替え
壁･天井 ： クロス張り替え
タイル ： キッチンパネル張り
(お手入れが楽になります。 )

６帖間程度の場合

　　　９０,０００円～

●排水詰まり解消工事
流しの排水がスムーズに流れなかったり、
ボコボコ音がするとかはパイプの詰まりです。

排水管の清掃　６,０００円～ /１ヶ所

排水管の取替　調査の上、お見積りいたします。

●レンジフード取替工事
換気扇を新しくして、
嫌な臭いを排気しましょう。

●三協アルミ　｢採風｣
勝手口ドア取替工事
ドアを閉じたまま
通風･換気ができる
上げ下げ窓内蔵式
複層ガラス
クローザー付き
 取替工事共

 ２０４,０００円～

●玄関ドアに
　　網戸取付工事
〈三協アルミ〉
アコーディオン網戸
(玄関引戸の場合は、
オプション部材 (別途）
で対応できます。 )

取付工事共

　６０,０００円～

●小屋裏換気
　　取り付け工事
取付工事一式
６尺 ７８,０００円～

強い日差しや紫外線から室内空間を守り、
テラスに心地よい日影を作ります。
●オーニング取付工事
ＬＩＸＩＬ彩風 (あやかぜ )Ｃ型 (壁付け手動型）
ポリエステル生地

間口 １.５間、 出巾 １.２５ｍの場合
商品セット定価 ２０８,８００円を
　　　取付工事共   １５９,０００円

●アルミテラス新規取付工事
〈三協アルミ〉 メニーウェル A　
アール屋根 （耐積雪２０㎝）
巾２間　出巾４尺の場合
取付工事共　１０４,０００円
※はつり工事がある場合は
(５千円 / ヶ所×２ヶ所＝)１万円増となります。

●浴室改修工事

●浴室換気扇取替え工事･･･熱い湯気は早く出してしまいたいものです。

●エアコン取付工事

●電気容量変更工事
IH コンロ、200Vエアコン、乾燥機、
電子レンジなど、 暮らしの中に
便利な設備が増えています。
たこ足配線は事故の元です。
電気容量を上げて余裕を持って
電気を使いましょう。
分電盤のチェック･点検いたしま
す。
お気軽にご相談ください。

夏の夜は何かと無用心●防犯灯設置工事

●ブラインド
　　設置工事
〈ﾀﾁｶﾜ〉 シルキー
ｽﾗｯﾄ巾　２５㎜
遮熱コート
ﾒｰｶｰ希望小売価格

の　３０％引き
※取付工事共

夏はやっぱり網戸ですね
●網戸張り替え工事
　　　２,０００円 /ｍ～
（一例） テラス窓の場合
　　　３,６００円～
●新規網戸取付工事
（一例） テラス窓の場合
　　　８,０００円～

お湯が出なくては話になりません。
●石油給湯ボイラー取替え工事

　　  〈コロナ〉 SA シリーズ
　　凍結防止機能＋追いだき付き
　　全自動オート
　　40,000Kcal
　定価 359,000 円を
　　　 170,000 円
標準工事費 75,000 円
合計 ２４５,０００円～
※〈ノーリツ〉製品も同価格で提供します。

〈タイル浴室には〉
プロペラファン
換気扇
〈パナソニック〉
引きひもタイプ
取替工事共
 ２０,０００円～

〈ユニットバスには〉
天井埋め込み換気扇

〈パナソニック〉
スイッチタイプ
取替工事共 (既存取替）

 　　２４,０００円～

　　〈パナソニック〉 換気扇
　　スマートスクエアフード
　　FY-7HZC-S　７５ｃｍ幅
　外部フード込 取替工事共  
　     　１１６,０００円～

…台所をきれいにしませんか。

〈オーデリック〉
人感センサ付き
屋外用スポットライト
LED 電球
(白熱灯 50W 相当）
電球色タイプ
定価２５,８００円を
取付･電気配線工事共
　２０,０００円～

（工事中） （完成 )

▼

←●じゅらく壁改修工事
既存じゅらく壁のかき落とし
＋下地処理＋新規じゅらく
壁塗り　
８帖間の場合 １１４,０００円

●じゅらく壁から
壁紙への改修工事　→
下地ベニヤ 5.5 ㎜張り
＋クロス仕上げ
　８帖間の場合 ９８,０００円

●畳表替え工事
１等品 1 畳　７,５００円～
２等品 1畳　６,５００円～

●障子貼替え工事
　大１枚　１,８００円～
●ふすま貼替え工事

大１面　２,７００円～

畳･襖･障子を新しくして
お部屋も気分も一新です

片引き戸、 水栓２ヶ所
手すり２ヶ所設置
床･壁･天井の断熱工事
商品セット定価
1,041,640 円を
　　４２０,０００円
(６０％引き ) にして
全体工事費合計

   ９７０,０００円

Ⅰ型 2550 ㎜　ＬＥ
 　〈実際の工事事例〉
ｾｯﾄ定価 802,000 円を
280,000 円 (65％OFF)
( 工事内容 )
既存解体処分
台所内装工事
(床･壁･天井･ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ）
照明器具
(流し元と天井灯取替 )
工事合計 ５９０,０００円

入ﾀｲﾏｰ/ 切ﾀｲﾏｰの同時設定が可能
高外気タフネス冷房
６帖用　冷房能力２.２ｋｗ

標準取付工事費共　９５,０００円～
８帖用　冷房能力２.５ｋｗ
標準取付工事費共　１０５,０００円～

※エアコン専用配線工事につきましては別途お見積りいたします。

室内温度や屋外温度に応じて自動運転モード選択
０.５℃単位での細かな温度コントロール

〈ダイキン〉 E シリーズ　１００V　コンパクトサイズ

●屋根裏にこもった熱も逃がしましょう。
屋根面が熱せられると小屋裏内部はサウナ
状態となり、 その熱は天井を通して室内に
伝わります。
小屋裏換気を設けることで、 熱気と湿気を
排出し、 小屋裏の呼吸が始まり、 健康的で
　　　　　　　快適な住宅を維持できます。

熱気

〈LIXIL〉 システムバスﾙｰﾑ　“アライズ” 1 坪

※壁下地が
ある場合の
工事費です。

〈実際の工事事例〉


