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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！

人生のご褒美に､ちょっぴり贅沢しませんか！

2016.8.28

※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。

一日に、 何度も、 お世話になるのがトイレ。
入るのが楽しい、 居るのが楽しい、 使うのが
楽しい、 そんなトイレを、 自分への、 家族への
ご褒美に計画してみませんか ?

トイレ快適計画 疲れた時や、 毎日の仕事の後には、 お風呂
に入り、 ホッとしたいものです。 汗をかき、
リラックスすれば、 ストレスも吹っ飛んでしま
います。 そんな贅沢な時間つくりませんか ?

お風呂快適計画

総合塗装工事承ります。

小工事から大工事まで、 塗装だけでなく、 外壁改修、 屋根補修、 軒天改修、
和室改修、 手すり改修など、 大工工事、 左官工事、 設備工事等と絡ませて、
トータルな塗装工事を施工いたします。 安心してお任せください。

●屋根塗装工事
屋根面積１５０㎡､カラー鉄板葺き
の場合、 清掃＋洗浄＋錆止め
塗装＋ウレタン上塗り塗装

　　　　１５７,０００円～
　　　　　（足場代は別途）

●外壁塗装工事　外壁面積１８０㎡
（サイディング張りの場合）
洗浄＋下地処理＋
ウレタン仕上げ塗装

　　４１０,０００円～
　　（足場代は別途）

●フローリング塗替え工事
玄関上り框、フローリング床、
階段など剥げたり白けたり、
つやのなくなった床を塗装

して綺麗にします。

●コーキング工事
外壁やサッシ回りの
劣化したコーキングから
雨水が浸入してきます。
●和室白木漂白塗装
和室の柱･長押の日焼け
やクスミを、 漂白剤で
漂白し、 元の白さを取り
戻します。

●軒天補修塗装工事
壊れた軒天を補修しな

がら塗装もします。

●外部木部塗装工事
木部の腐食や、 塗装の
剥がれを補修し、
再塗装します。

●出窓補修塗装工事
古い出窓を補修しなが

ら再塗装します。

窓の快適計画 台所の快適計画 『料理愛情』 という言葉があります。
おいしい料理には愛情というスパイスが最も
大切なのですね。 奥様の愛情へ､お礼を込め
て台所快適プレゼントはいかがでしょうか？

ここまで我慢をしてきたから、 今更と考えるか、
頑張ってきた自分に、 これからは労わりを持とう
と考えるか、 人生には､ゆとりと思いやりが必要
です。 長年の寒さと結露の悩み解消しませんか?

【高断熱･高気密】　
　「ＦＰの家｣の最大の特徴は、 断熱材として、 独自に開発したウレタンパネルを
採用していることです。 優れた断熱性と気密性は最高水準の家をお届けします。

【我慢せずに快適性と省エネの実現、 住まいの性能が経済性の差になります。】
優れた断熱性と気密性に加え、施工精度の高さが、快適な温度環境を維持し、

日常の光熱費を大幅に削減します。 そのため、 エアコンや計画換気システムを

２４時間連続稼動しても、 抜群のエネルギー効率で、 電気代を気にする必要は

なく、 心身のストレスも、 家計の負担も、 少なくて済みます。

【家族の健康を守る家】
　家族の健康の最大の敵、 それは結露です。ＦＰパネルは水に強く、 湿気に強い
ため壁体内結露の心配は無用です。 高耐久の証として５０年の無結露を保証し、

住む人を守る、 健康な住まい作りを実現しています。

【高耐久で安心な住まい】
　ＦＰパネルを建物に組み込む 「ＦＰの家｣は壁構造としての強度も発揮します。
地震や台風などの災害に強く、 経年変化も性能劣化も少なく、 健康で快適な
安心の暮らしがいつまでも続きます。

メイクホームは 「ＦＰの家｣に加盟し、
高性能な住宅つくりに取り組んでおります。
そんな 「ＦＰの家｣の秘密、 ご紹介します。

④清潔で、 快適な、 トイレは
座るだけで、 楽しくなります。

・ＬＩＸＩＬﾍﾞｰｼｱ便器に取替
お手入れが簡単なﾌﾁﾚｽ仕様
流し忘れの無い自動洗浄機能
シャワー付き
壁リモコンタイプ

⑤断熱工事をすることで、
トイレは快適空間となり、
長く座っていられます。

・ トイレ室の断熱工事
床 ： 発泡断熱材入れ
壁 ： グラスウール断熱材充填
窓 : 内付け樹脂サッシ

①トイレ臭を換気して        
　室内空気を清浄に
　保ちます。

・ 換気扇の取付
人感センサー付き
パイプファン

②誰でも必要とする
のが手すりです。
安全に､楽々にトイレ
を使用しましょう。

・ 手すりの取付
 Ｉ型手すり

③明るい空間は
うれしいですね。

・ 内装一新工事
床 ： ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼り
壁 ： クロス貼り替え
天井 : クロス貼り替え ①～⑤トイレ快適改修工事合計　２９６,０００円～

①～④浴室快適改修工事

　合計　９７０,０００円～

①安全で、 やさしい
お風呂は、 心地良く

長湯してしまいそう。

・ バリアフリー仕様
段差のない入口

スッキリ片引き戸

柔らかく滑りにくい床

（ほっカラリ床）

手すり２カ所取付

②ユニットバスを取り
囲む、 建物部分も

しっかり断熱します。

・ 浴室断熱工事
床 ： コンクリート打ち

壁 ： 断熱材充填

窓 ： 複層樹脂サッシ取付

③皆が入り終わるまで
ずっと､ちゃんと温かい
魔法びん浴槽

・ＴＯＴＯ
サザナ  ＨＳシリーズ
Ｓタイプ
１６１６ （１坪サイズ )
アーチ浴槽タイプ

④確かな工事で､これ
からずっと安心ライフ

・ 確かな工事
・ 既存解体撤去
・腐朽部分は取替える     

　内部改修工事
・内部配管取替え
・ ユニットバス組立据付

日本の家は暑くて寒い､その
原因のほとんどは窓にありま
す。 最新の窓にするだけで家
全体の快適性がアップします。

●ＹＫＫ「かんたん」 マドリモ
壁を壊さず１窓あたり約半日で

施工完了！住みながら最新の

断熱窓へリフォームできます。

●居室窓枠カバー工事

窓枠が結露や日焼けで
傷んでいませんか ?
傷んだ窓枠をスッポリと
覆って簡単修繕 !
樹脂製枠なので、 水に
強く、 はがれの心配も
ありません。

１窓　２１,０００円～

④使いやすくて
美しいデザインの
システムキッチン
・ＬＩＸＩＬ　アレスタ
Ｌ＝２５５０㎜
天板 ： ステンレス
引き出し収納
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ)
ＩＨクッキングヒーター
メーカー定価
９１１,８００円を５０％off
　     ４５０,０００円
（パーツの選択によって、
定価は異なってきます。）

①きれいで明るいキッチンで
毎日のお料理を、 自分らしく
快適に、 便利に。

・ｷｯﾁﾝ内装工事
壁･天井 ： クロス貼替
床 ： フロア張り
流し前 ：ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ張り

②寒さの入る台所
から暖かい台所へ

・ 台所断熱工事
床 ： 断熱工事
窓 ： 内付け
　 樹脂サッシ取付

③今後の心配解消 !

・ 給排水管工事
流し台回りの給湯･
給排水管設備を
新しくします。 （ガス工事費、ＩＨ200Ｖ配線工事費は別途見積りとなります。）

基本工事費 ３２７,０００円＋ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ ４５０,０００円の場合
①～④台所快適改修工事合計　７７７,０００円

「ＦＰの家｣の秘密

〈マドリモの取付イメージ〉

●ＹＫＫプラマードＵ
　今ある窓に内窓を
　つけて二重窓に
※サイズや仕様により
価格は異なりますので
現場下見後、 お見積り
いたします。


