
安心リフォーム!
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※処分費別途

害虫対策

快適安心対策

浴室対策

外まわり対策

雨漏り対策

和室対策

害虫の動きが活発になる季節です。床下の通気や換気が不十分な家、
水漏れのある場合などには、木材腐朽菌やシロアリが好む環境になります。

雨漏れをそのまま放置していると、木が腐蝕して、建物の耐久性能
に影響します。雨漏りを発見したら、早めに補修しましょう。

気になる外まわり、そのままにしていませんか？
リフォームで快適で、安心安全、心配のない暮らしをしましょう!

結露などでカビた和室の壁や押入内部、湿っぽく劣化したタタミ、襖戸・
障子の破損など補修して、キレイで心地よい夏を迎えましょう!

ボイラーの調子が悪かったり、浴室内がカビなどで汚れているなど、浴室
の事でお悩みありませんか？リフォームして日々快適なバスタイムに!

直したら快適、あったら安心な工事のご紹介です。
建具の取替・取付、電気関係の工事をして、より豊かな生活に!

     <三協アルミ>リフォーム用
浴室ドア(折れ戸タイプ)

じゅらく壁再施工
既存壁かき落とし＋
下地処理＋新規壁塗り

下地ベニア貼り
(既存壁に重ね貼り)
＋クロス貼

工事費込 ７,５００円～

工事費込 １１,５００円～

８帖間 工事費込 

１１４,０００円～
８帖間 工事費込 

９８,０００円～
工事費込 

１８,０００円～

工事費込 ５１０,０００円～

工事費込 ２７６,０００円～

約１坪 工事費込 ８２,０００円～

●40000Kcal/h
●屋外据置型

フルオートタイプで、湯張り・保温・足し湯
もおまかせ!エコモード付で、かしこく節約!

<コロナ>
石油給湯器
「SAシリーズ」
UKB-SA470FMX
定価370,000円

●ボイラー取替工事

●床下・建物廻り点検

床下の腐朽、シロアリの有無、通気状況等を点検します

点検の上、害虫被害があれば
見積書を作成します お見積書致します

●床下換気口
   取付工事

●浴室床改修工事

●コンクリートブロック改修工事

●玄関引き戸
　 取替工事

シロアリ対策には床下
通気がとても大切です。
季節に合わせて
開閉もできます。

節水・節湯式で経済的

タイル等の既存の床の上から張るので
取替より安く、そして足元あったか!

塀の劣化で倒壊しないうちに、早めに補修しましょう

異音などの不具合ありませんか

フルオートタイプで、湯張り・保温・足し湯
もおまかせ!エコモード付で、かしこく節約!

Low-Eペアガラスを備えた断熱仕様の引き戸。
しかも低コストでできる、カバー工法です!

●床下用換気扇取付工事

●塗り壁改修工事

●和室の
フローリング化工事

戸襖新設、襖・障子貼替もご相談下さい

●タタミ表替え工事

●塗り壁を壁紙へ改修工事 ●押入内部補修工事

床下の湿気を追い出し、床下サラッと。
タタミや押入れ床ジトジト防止にも…

●シロアリ防除工事
床下に湿気があると、木が腐蝕してシロアリの住みかに…

※浴室床タイル部分、玄関床コンクリート部分も処理をします

建物基礎廻り処理の場合

　　　下地木材取替＋
既存笠木再取付＋コーキング処理

・カラー鉄板(丸型)雨樋から外壁へ流れて
雨漏りする場合もあります

外壁と屋根の取り合いの部分
が原因の場合もあります

足場架け工事が必要な場合は別途となります

例えば

浴室用床シート張工事
<フクビ>あんから1.8m×2m

<パナソニック>FY-24J8V
定価19,300円

<コロナ>
石油給湯器
「SAシリーズ」
UKB-SA470FMX
定価370,000円

新規型枠ブロック5段積み＋フェンス取付例えば

●浴室ドア取替工事

●天井換気扇取替工事

●ボイラー取替工事

<TOTO>サーモスタット混合水栓
TBV03404Z 定価58,400円

●シャワー付混合水栓
   取替工事

毎日の開閉で、浴室ドアの痛み、ありませんか？
カバー工法ですばやく施工します

お見積りします

●駐車場新設工事

舗装することで、歩行や車いすの移動も楽になります

　　 庭を駐車場に改修(約１８坪)
一部コンクリート土留＋新規地先ブロック据付
＋アスファルト舗装

例えば

      ＜三協アルミ＞
リフォーム玄関引き戸
高断熱仕様
幅1660×高2215木調色

例えば

例えば

●一台用カーポート取替え
   ＋ 路面改修工事

古くて危ないカーポート取り替えませんか？
雨の日は、やっぱりカーポートがあると便利!

     <立山アルミ>ツインZプラス取付＋
既存花壇撤去＋インターロッキング改修
例えば

●テレビドアホン取付工事

見やすい７型画面。自動録画機能付き!
スマートフォン連動機能でアプリを
入れると外出先から来客対応も可能に!

防犯に効果があります。しかもLEDで省エネタイプ

＜アイホン＞ドアホン WP-24A
7型フルフラット画面親機＋子機

※電気工事が必要となる場合は別途となります。

●センサーライト取付工事
      ＜オーデリック＞
OG 254 566LDS
定価25,800円

例えば

●庭植木伐採工事

庭木が大きくなり過ぎると
費用が余計に掛かります。
早めの手入れをしましょう。

     <三協アルミ>リフォーム用
浴室ドア(折れ戸タイプ)
例えば

●内付けサッシ取付

窓サイズに合わせてお作りします。
お見積りいたします。

湿気によるカビなどでサッシ汚れが取れないなら…
内付けサッシでキレイに、そして冷暖房費削減!

■幅1300×高800

■幅1700×高1000

じゅらく壁再施工
既存壁かき落とし＋
下地処理＋新規壁塗り

例えば

幅3尺押入
の場合

例えば下地ベニア貼り
(既存壁に重ね貼り)
＋クロス貼

例えば

　　　カラー鉄板葺き、
外壁取合板金補修＋下地改修
例えば

※棟部長さ、状況により価格は変わります

●隅棟部改修工事

雨漏り点検して
お見積り致します

●屋根部分葺替工事

●雨樋取替工事

雨樋

軒天 屋根

隅棟雨樋

軒天 屋根

隅棟

薬剤散布
床下面積18坪の場合
工事合計

建物1階面積35坪の場合
薬剤散布処理

屋根の取り合いの部分が
原因の場合もあります

変色しにくい畳もございます

畳から、掃除が楽なフロアにしませんか？
フロア下には断熱材を入れます。

汚れたり、湿っているタタミを一新しませんか

湿気で押入がカビてませんか塗り壁をキレイな壁紙に変更しませんか壁が汚れたり、もろくなっていませんか

軒裏のシミ等は、結露が
原因の場合もあります

塗装品 張替え

■６帖 工事費込

※畳処分費も含みます

※５m以上の工事価格

※５m以上の工事価格

例えば

例えば

●軒天張替工事

1ｍ当り ４,６００円～
工事合計 ２８０,０００円～

工事費込 ７,５００円～

工事費込 １１,５００円～
９６,０００円～

１３０,０００円～

８帖間 工事費込 

１１４,０００円～
８帖間 工事費込 

９８,０００円～
工事費込 

１８,０００円～

工事合計 ７０,０００円～ 工事費込 ５１０,０００円～

工事費込 ５５,０００円～

工事費込 ５４０,０００円～

工事費込 ３３,０００円～

工事費込 ４０,０００円～

工事費込 １１,６００円～

工事費込 ７８０,０００円～

工事費込 １,１４０,０００円～

１カ所 工事費込 
１５,０００円～

３カ所
電気工事費込 
１８０,０００円～

１坪当り ８,０００円～

１軒当り ５,０００円～

工事費込 ２７６,０００円～

工事費込 ６８,０００円～ 工事費込 ４３,０００円～

約１坪 工事費込 ８２,０００円～

工事費込 ２１,０００円～
７０,０００円～

１４５,０００円～

工事費込 ２０,０００円～

■1帖(1等品)

※処分費別途

＜ダイケン＞健やか おもて

●タタミ取替え工事
■1帖(1等品)

■1帖 工事費込 １１,０００円～

■８帖 工事費込

1ｍ当り ２,５００円～
・塩ビ製雨樋 1ｍ当り ４,５００円～

お見積り無料!

ホームページ http://www.makehome.co.jp  …　 リフォーム工事例を多数掲載しております

豊かな暮らしのご提案

毎年年間1000件を超える工事実績が 『信頼の証』です

新緑の候となり、とても過ごしやすい季節となりました。もうすぐ初夏、そして梅雨から真夏へ!
今できる、我が家の快適で安心なリフォームを考えましょう。お気軽にご相談ください!

新緑の候となり、とても過ごしやすい季節となりました。もうすぐ初夏、そして梅雨から真夏へ!
今できる、我が家の快適で安心なリフォームを考えましょう。お気軽にご相談ください!

害虫の動きが活発になる季節です。床下の通気や換気が不十分な家、
水漏れのある場合などには、木材腐朽菌やシロアリが好む環境になります。害虫対策

快適安心対策

浴室対策

外まわり対策

雨漏れをそのまま放置していると、木が腐蝕して、建物の耐久性能
に影響します。雨漏りを発見したら、早めに補修しましょう。

気になる外まわり、そのままにしていませんか？
リフォームで快適で、安心安全、心配のない暮らしをしましょう!

結露などでカビた和室の壁や押入内部、湿っぽく劣化したタタミ、襖戸・
障子の破損など補修して、キレイで心地よい夏を迎えましょう!

ボイラーの調子が悪かったり、浴室内がカビなどで汚れているなど、浴室
の事でお悩みありませんか？リフォームして日々快適なバスタイムに!

直したら快適、あったら安心な工事のご紹介です。
建具の取替・取付、電気関係の工事をして、より豊かな生活に!雨漏り対策

和室対策

●LED防犯灯
　　　＜オーデリック＞
XG 259 008S
定価11,300円

例えば

雨漏れの原因は、屋根の形状・屋根の劣化、サッシ廻りの
劣化、バルコニーやテラスの取り合い部分などなど、様々
な原因が考えられます。まずはどの箇所で発生している
のか、何が原因なのかを把握することから始まります。 網戸付き

フルオートタイプ

害虫の侵入を防止!

雨漏り
改修工事

50％引き本体
価格

45％引き本体
価格

35％引き本体
価格

35％引き本体
価格

※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。

梅雨に向けての快適安心リフォーム

●40000Kcal/h
●屋外据置型


