
豊かな暮しの提案…【安心リフォーム】、見積り無料！

  株式会社メイクホーム 〒020-0125　盛岡市上堂1-19-33　　　 0120-41-5243　
ホームページ http://www.makehome.co.jp 　　リフォーム情報、不動産情報、載っております。

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！

快適リフォーム＆安心リフォーム！

20180729

※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。どうぞお気軽にご相談ください。

大工募集！
誠実で、 大工仕事が好きな人を求めています。 安定した職場 (正社員、 賞与

夏･冬支給、 社保完備、 週休２日、 通勤費支給
ほか ) で、 お客様の評価の高い会社です。

お問い合わせは、 019(646)4952　総務部長　菅原までお願いします。

ブロック塀改修工事

網戸の提案 （暑さ対策･長雨対策）
虫を防いで､自然の風が通り抜けて､
快適に暮らせるならば､これに勝る
ことはありません。
様々な窓に対応する網戸の取付け、
網戸の張替えなど承っております。

●網戸張替え工事

●ロール網戸
取替え工事
玄関脇の窓
居間の腰窓等
(W700H1200)
取替工事共

２４,０００円～

●スライド網戸
（横引きロール網戸）
新規取付工事
すべり出し窓にはスライド式
網戸が便利です。
小窓 (W657H707) の場合
工事一式　１３,０００円～
居室窓 (W657H1307) の場合
工事一式　１５,０００円～

●勝手口網戸→
取付け工事
片開き用網戸
取付部材共　３４,０００円～

←●玄関ドア
網戸取付け工事
片開き用網戸
取付部材共
   ３８,０００円～

小窓　　２,０００円～
腰窓　  ２,５００円～
テラス窓４,０００円～

▼

▼

※価格･サイ
ズは一例で
す。 詳しくは
お問い合わ
せください。

混合水栓を新しく ●ＴＯＴＯサーモスタット混合水栓

水栓を新しくしてみませんか？　ちょっとした事で生活が楽しくなります。

●ＴＯＴＯシングル混合水栓
・ 湯水の使い分けができる
 シングルレバー混合水栓
・ シャワー ・ ソフト ・ 整流の
 吐水切り替えタイプ

デッキタイプ→
定価 32,400 円
を ２７,０００円
 （取替工事共）

壁出しタイプ→
定価 31,800 円
　　を ２６,０００円

(取替工事共）

※機能 ・デザイン等、 種類はいろいろとありますので、 詳細はご相談ください。

水に空気を含ませることで
浴び心地はそのままで節水
になるエアインシャワー搭載

定価
42,900 円を
３１,０００円
（取替工事共）

寒冷地用

キッチン用

浴室用

快適生活ﾘﾌｫｰﾑ
●ＴＶドアホン取付工事
〈パナソニック〉 VL-SWD302KL
来客対応が居間に座ったままで
出来るので不在扱いされません。

取替工事共４０,０００円

●照明器具取替工事
リモコン付きでラクラク操作
ＬＥＤ照明で節電効果も期待できます。

〈ＮＥＣ〉ＬＥＤシーリング調光タイプ

●浴室用換気扇取替工事
　こもった暑さや湿気を
　放出してくれます。
　〈パナソニック〉
　プロペラファンFY-13U2
 取替工事共 ２０,０００円～

 ９,７００円
 １１,５００円
 １５,５００円

●人感センサー付き玄関ポーチライト
人を検知して自動で ON/OFF
〈オーデリック〉OG254290P1S
ＬＥＤ(白熱灯６０W相当)電球色
定価22,800円を １１,４００円
     取替工事費　2,000円

※既存ｲﾝﾀｰﾎﾝ配線使用
ﾓﾆﾀｰ親機にｺﾝｾﾝﾄ必要

カメラ玄関子機

モニター親機
モニター子機

６畳　定価19,500円を
８畳　定価23,000円を
１２畳　定価31,000円を

取替工事費　2,000円/1灯

昼白色と電球色があります。リモコン付き

寒冷地用

耐震補強工事 ●地震対策は壁の強化が最優先です。
「壁が少ない｣、 「壁の配置が悪い｣、 このような
住宅の場合は、 「壁を強くする」、 あるいは、
「新しく壁を作る」 などして補強します。 この条件
を充たさずして、 耐震補強工事はありません。
既にある壁を、 内側から剥がして補強する新しい
工法があります。 （左記写真参照）

●ひと壁 （約９０cm)あたりの工事金額
材料･工事費込みで　１０万円前後です。
メイクホームでは、 有資格者による盛岡市の耐震
補助金事業を多く経験し、 そのほかにも多数の
工事実績があります。 今のお住まいに不安のある
方は、 お気軽にお問い合わせください。耐震補強壁 「かべつよし」

災害は忘れた頃にやってきます。 大阪北部地震 (震度６） も突然でした。
頻繁な地震で家屋の強度は少しずつ落ちてきます。 安心な住まい造りの為に､
　　　　　　　　　　　　　　住まいの耐震チェックをお考え下さい。

機能満載 (便フタ自動開
閉、 自動便器洗浄など )
しかもコンパクトで節水！

〈LIXIL〉 サティスＳタイプ
ﾘﾄｲﾚ 定価 306,000 円を
取替工事費共

        ２３３,０００円

ﾄｲﾚを新しく､快適に

●電動シャッターに取替工事
手動でのシャッターの上げ下げが
大変になっていませんか。
リモコンを使えば離れたところ
(例えば車の中 ) からでも開閉で
きます。 ( リモコン２個 )

幅 2700 高さ 2200 の場合
既存シャッター撤去処分共

　　２８５,０００円～
幅･高さは現地に対応
コンセントが必要です。
（電気工事は別途になります）
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外部の快適ﾘﾌｫｰﾑ
●側溝改修と駐車場新設工事事例紹介
入口の傾いた側溝の解体･撤去･新設工事と
玄関前のアスファルト舗装 (巾 6.5ｍ奥行５ｍ)
工事の実例を紹介します。

〈お客様の声〉
側溝が安全に
なり、 玄関前の
雪かきも楽にな
りました。

↑解体 ・ 路盤工事　↓完成

側溝設置工事

縁石据付･アスファルト舗装
事例工事合計 ６５万円

工事期間
　７日間
靴洗い桝
の付け直
し工事も
含む。

経年劣化で、 割れたり､
傾いたり、 控え壁の無い
ブロック塀は、 大変危険
です。
大地震や大事故が起きる
前に改修しましょう。

●劣化･破損のブロック塀改修事例
工事前 工事中 工事完成

既存撤去処分＋差し筋＋
新規ブロック積み
事例工事合計　１３１,０００円

●劣化した 〈ブロック塀＋フェンス〉
の解体撤去と新設工事事例

工
事
前

工
事
完
成

新規ブロック２段積み＋フェンス取付
(H＝600) 南側 13.2ｍ＋東側 16.2ｍ
    事例工事合計　６４０,０００円

●土留め改修工事事例
隣地境界の土留め
ブロックが傾いてきた
ので解体 ・撤去し、
型枠ブロック５段積み
＋上部フェンス取付
事例工事合計１１４万円

工事完成

▼

▼ ▼

劣化･破損
の状況


