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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！

安心､安全､思いやりの住宅改修

2016.9.25

※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。

手すりの設置 段差解消､滑りにくい床

建具､内部改修､照明工事 ヒートショック対策

防火､防災､防犯工事 暮らしにやさしい住宅改修

●トイレ暖房のための
コンセント新設工事

●寒冷地向けエアコン設置工事

●レバーハンドル式
ドア把手取替工事

チャイムの音が聞こえにくい事は
ありませんか ?
●既存チャイム取替工事
乾電池式　工事共　１９,０００円～

●スロープ設置工事

●外階段の
手すり設置　２ｍ

●トイレ手すり

●浴槽手すり

●階段手すり

●廊下手すり

●玄関アプローチ
手すり設置　２ｍ

●フローリング床の場合

●和室から洋室への改修工事
年齢と共に、 座る生活がつらくなってきます。
和室を洋室に改修して、 椅子とベッドの生活は
いかがでしょうか。 〈和室６帖改修の場合〉
・ 畳をフロア張りに変更工事　８０,０００円～
・床･壁を断熱改修した上でフロア張りに
　　変更工事の場合　　　２３０,０００円～

●トイレ室拡張工事
既存のトイレが手狭なとき

【脱衣室との一体化で余裕
あるトイレスペースを作る】
とか、

【トイレの位置を変更する】
とか、
アイデアを出し、 お客様の
お悩みを解決いたします。
お見積りは無料です。
どうぞご相談ください。

寒くなってくると、 室内の温度差が血圧の
上昇に大きく影響し、 ヒートショック事故を
引き起こします。 トイレ、 浴室、 脱衣室の
暖房に配慮が必要です。

寒いトイレでお尻を出せば、
寒さに体がブルッとします。
トイレ暖房機用にトイレ内に
コンセントを新設します。
（近くまで配線が来ている場合 )

　工事費　５,０００円～

●脱衣室暖房機取付工事
寒い所で裸になれば体に負担かかります。

●浴室換気暖房機取付工事
冷えた体に、 熱いお湯は、 血圧を
大きく変動させ､溺死事故の原因と
なります。 浴室内を暖かくしておき
たいものです。

　　　●照明工事
　　年齢とともに視力は衰え
　　これまでの明るさでは、
    暗く感じてきます。
　　調光･調色機能付のＬＥＤ
　　照明をお奨めします。

ドアの開閉をラクにできる
ハンドルがあります。
簡単動作は誰にとっても
ありがたいものです。
取替工事共８,０００円～

●ドアホン取替え工事
　パナソニック　テレビドアホン
　３.５型カラー液晶画面
　録画機能付
留守でも録画機能がついています
ので誰が来たか分かります。
（既存配線使用､ﾓﾆﾀｰにｺﾝｾﾝﾄ必要）

　　工事共　　２６,０００円～

自動で蓋が開閉し、
使用後は自動で
水が流れます。
自動洗浄機能付き
寒冷地仕様
手洗付き､フチレス
ＬＩＸＩＬアメージュＺ
リトイレセット
標準取替工事共
　１９５,０００円～

●車椅子でも
使いやすい
洗面化粧台
〈タカラ〉
ライフサポート
洗面化粧台
巾 75ｃｍ　
取替工事費共　

１１０,０００円～

●またぎやすい浴槽
お風呂が高いと､またぐにも難儀
します。
ユニットバスに替えれば (浴槽の
跨ぎ高さはメーカーにもよります
が４０～４４㎝位 )､快適なお風呂
を楽しむことが出来ます。
お客様のご要望をお聞きしながら
お見積りいたします。
どうぞご相談ください。

火を使うガステーブルは、 ちょっと心配な
ところがあります。
火を使わない 「ＩＨコンロ」 をお奨めします。
●ガステーブルからＩＨコンロへ取替工事

●火災警報器設置工事
火事が起きたとき、
煙を感知して大きな
警報音を発して､非常
事態を教えてくれます。
乾電池式
（配線工事不要）
取付工事共３,９００円

建具を替えると開口巾
が広くなり､スペースを
確保できます。

●バルコニーや囲い等の安全確認
バルコニーや窓の手すり等、 知らない
間に腐食したり、 ゆるんだりして危険な
状態になっている場合があります。
思わぬ落下事故を引き起こす前に、
安全を再確認しましょう。
補修工事、 取替工事等うけたまわって
おります。 どうぞご相談ください。

手すりがあれば、 転倒などの危険を防ぎ､日常動作
も楽になり、 安心して暮らすことが出来ます。

家の中の安全外回りの安全

材工共１０６,０００円～

材工共 ９７,０００円～

●玄関手すり 60ｃｍ

←１１,５００円～

５０,０００円～↑

※価格はいずれも設置工事込みの価格です。

60 ㎝　ﾀｲﾙ下地
１１,８００円～

下地補強板施工共
直線階段４ｍ　５０,０００円～

２１,５００円～

L型 60 ㎝×60 ㎝
下地有りの場合

 直線２ｍ
 下地補強板
  施工共
２５,３００円～

段差の解消 ●式台設置

住まいの中の段差が
転倒事故の大きな
原因となっています。

式台の設置で､玄関
の段差が小さくなり、
移動が楽になります。

●段差解消工事
居室 ・廊下 ・ トイレ ・ 浴室などの
段差解消工事は、 現地を見て、
ご要望を伺った上で、
お見積りいたします。
どうぞご相談ください。

滑りにくい床

●浴室の床の場合
〈フクビ〉 浴室シート張り工事
石鹸水や水で濡れた状態でも
滑りにくい表面デザイン、 さらに
温かく、 水はけの良い床です。
　　工事費共　６２,０００円～

人にもペットにも優しい
「キッズワンフロア」 張り工事
防滑性があり、 傷がつきにくく
お手入れ簡単フローリングです。
６帖　既存フロアに重ね張り
　　　材工共　５６,０００円～

●ＴＯＴＯ
引込み戸
開閉が容易
通路巾の確保
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ
表示錠付き
取替工事共
153,000 円～

●ダイケン “ひきドア”

オーデリックＬＥＤ照明器具
居間８帖　天井付け
定価２５,８００円を
取替工事共１４,９００円～

パナソニック
バス換気乾燥機
100Vｾﾗﾐｯｸﾋｰﾀｰ
素早い浴室暖房
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ専用

９６,０００円～

壁掛け型遠赤外線暖房機
コロナ
「ウォールヒート」
輻射熱と温風で
素早く体を温めます。
　　　　　　　取付工事共　６２,０００円

定価 340,000 円を取付工事費共　２１０,０００円

三菱ルームエアコン “ズバ暖霧ヶ峰” KXV2816S
暖房能力
４.０kw
９～１１畳用
冷房能力
２.８kw
８～１２畳用

長さ 76 ㎝ 取付共

　７,０００円～

間口 60ｃｍ×奥行 30cm
高さ　15 ～ 18 ㎝
取付共　１１,０００円～

取替工事共　２０９,０００円～

日立ＩＨクッキングヒーター
200V 引込み ・ 配線工事込み
取替工事共､ｶﾞｽ工事費は別
ビルトイン型 HT-H6K
　　　１６２,０００円～
据え置き型 HT-330S
　　　１８６,０００円～

●シングルレバー混合栓
シングルレバーですので、
温度調節と、 吐水 ・ 止水
がラクにできます。
〈KVK〉
壁付きタイプ (KM5000ZT)
デッキタイプ (KM5011ZT)
  取替共　２３,０００円
※洗面化粧台の蛇口取替は 
下見後、 お見積りします。

上り框手すり

下地有りの場合

※状況に応じた
提案をします。
ご相談ください。

※階段の
転落防止

●らくらく快適トイレ

大きな
開口

ひいて
ひらく

※いずれも内装改修費は別途です。

●階段のすべり止め
「ホワイトスベラーズ」 設置工事
うす暗い階段でも、 段差が
くっきりわかるホワイトカラー
滑りにくいソフトクッション
　　　材工共　９,０００円


