
「外壁・屋根の塗替え時期かな」とお考えの方
　　　　無料診断・ご相談受付中!!

お気軽にお問い合わせください。

リフォームローン 取り扱いいたします。只今実質金利年3.4％

お気軽にご相談ください。　エコポイント金利優遇あります。
お支払い例　５０万円場合   月々 9,000円×60回　初回は プラス　4,400 円

　見 積 り 無 料 お 気 軽 に 御 相 談 く だ さ い！！
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断熱リフォームで
住宅版エコポイントがもらえる

　エコポイントは追加工事の代金や色々な商品に代える事ができます。

内窓樹脂サッシ

インプラス

付けた時から快適生活

断熱 防犯効果 防音 結露防止
幅　1.7m　×　高さ　0.9m
取付工事費コミコミ価格　￥３６，４００－
　　　２箇所目からは　５，０００円引き

エコポイント１２，０００ポイント もらえる！！

※住宅版エコポイント申請は当社で代理申請いたします。

1世帯あたり最高　合計30万ポイントまでOK
　　トイレ　も　浴槽　も
ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ対象になりました

トイレも
　浴槽も

　今が
チャンス

+

同時工事の場合
コミコミ価格
￥728,000-

・環境に優しい　
　　ＣＯ2を50％も削減
・優れた経済性でお財布にも優しい　
　　深夜電力使用で電気代激安（ガスの約1/6）
・火を使わないから安心・安全
・長期安心修理保証（5年、８年）
　　メーカー保証で安心です（別途申込み）

460Ｌはプラス31,500円

※ペアガラスにガラス交換だけでもエコポイントがもらえます

光熱費削減の

　チャンスです

　　　電気の力で安心・安全

　ＩＨクッキングヒーター
空気の熱でお湯を沸かす

エコキュート

２口ＩＨ+ラジエントヒーター
　   +両面グリル
　交換標準工事費
　コミコミ価格
　108,000円

フルオート
追炊き機能付
交換標準工事費
コミコミ価格
635,000円

　　私共は塗装前に外壁・屋根などの補修を行いますので
　　　　　　　　　仕上がりが一味違います。
《　高 耐 久 性　ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 使 用　》　　（耐用年数約10年）
建物面積30坪の場合 　外 壁 塗 装　４４．５万円～
                            　　屋 根 塗 装　１２．４万円～
建物面積45坪の場合 　外 壁 塗 装　５６．７万円～　
                              　屋 根 塗 装　２３．４万円～

《　高 耐 久 性　シ リ コ ン 樹 脂 塗 料 使 用　》　　 (耐用年数約12年）
建物面積30坪の場合 　外 壁 塗 装　４８．６万円～
                            　　屋 根 塗装 　１５．５万円～
建物面積45坪の場合 　外 壁 塗 装　６２．７万円～　
                                屋 根 塗 装　２９．３万円～
★外壁塗装工事内容は軒天井,破風板、雨樋の塗装工事も含まれています。

★屋根塗装工事は、外壁との同時工事の金額になっています。

★現場の状況により工事内容、金額　が変わる場合があります。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　　



シロアリ防除
　　  5,250円/坪
　　   1階の床面積です
　　　　      床下調査は

　　　　　    無料です

　　　　　　　　　　

210ｃｍ　240ｃｍ　255ｃｍ　の3サイズ限定
扉色ホワイト、ショコラブラウン、ピンク　3色限定
キッチンパネルの色　は3色限定
Ｉ型２１０ｃｍサイズ　標準交換工事費

工事費コミコミ価格 ￥478,000－
IHクッキングヒーター　食器洗い乾燥機
食器棚プラン　　追加取付できます。
大変お買い得です！

　

人造大理石カウンター　　オールスライド　収納

　工事内容には解体、処分費、組立
　　電気、水道　が含まれています

標準交換工事

コミコミ価格
￥24,500-

消費税込み
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※※ＰＨＳ・携帯電話からでも通話可能です。ＰＨＳ・携帯電話からでも通話可能です。

ＴＥＬＴＥＬ　　043-463-3096043-463-3096
ＦＡＸＦＡＸ　　043-463-3904043-463-3904
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　ラ・バス　１６１６サイズ
窓枠セット、追炊きセット
サーモバス、サーモフロア
メーカー希望小売価格より　50％OFF
標準工事費含むコミコミ価格

￥７６０，０００－
住宅版エコポイント
※59,000ポイント対象品
※Pgガラス交換4,000P、高断熱浴槽20,000P、
　手すり5,000P、段差解消5,000P、出入口幅拡張25,000P　
標準工事に解体、廃材処分、土間コン、
　水道、電気、　大工、運搬費が含まれます。
・クロス工事は別途

い超
　　　安心の工事費コミコミ価格です。

お 買 得 品

システムキッチン
プラータプレミア
セレクション
I型255ｃｍ
人造大理石カウンター
オールスライド収納

システムバス
ラ・バス　
1616　1坪サイズ
BGDS-1616LBEL
窓枠セット
追炊きセット付

　

洗面化粧台
ノーリツ

シャンピーヌＳ
　  間口750ｍｍ 
ｼｬﾜｰ水栓付

TOTO
サイフォン便器
ウォシュレット付
節水、節電機能付

水廻り４点リフォーム
工事費コミコミパック138138万円万円

クロス工事は含まれていません。

      
玄関ドア交換工事

      　     トステム　クリエラR
　　　　　　　　メーカー希望価格

　　　　　　　￥170,100－
　　　　　　交換工事費含む

　　　　　コミコミ価格

　　　　　　 ￥164,000～

お掃除楽々
ＩＨクッキングヒーター

　　　左右３Ｋｗの高出力
　　　　　　　ビルトインタイプ
　　　　　　　メーカー希望価格

　　　　　　　　　　￥223,650-　　
　　　　　　　　　　取付工事費　　　

　　　　　　　　コミコミ価格

　　　￥108,000-

節水
省エネ
６ECO

節水
省エネ
5.7L

　　　　　　トステム　システムキッチン 限定品

45％
OFF

※地デジ 対応 テレビアンテナ工事もお気軽にご相談ください。

　　　　　　　
　　　ガスふろ給湯器

　　　　屋外壁掛型
　　　　　２０号

　　　　　　オートタイプ
　　　　　　ボイスリモコン付
　　　　　　ﾒｰｶｰ希望価格
　　　　　　￥306,600-
　　　　　　交換工事費
　　　　　コミコミ価格

　　　　　￥156,400-

　　　　　　　　　　

　　　パナソニック

　　　　　温水洗浄便座
　　　　　　　　省エネ設計
　　　　　　パステルホワイト
　　　　　　　　　　　電気代
　　　　　　　　　3,610円/年

　　　　　　　　　　取付工事
　　　　　　　　　コミコミ価格

　　￥29,800-

1坪サイズ

● アオキ

ジョモ● ● かねた屋
ドルチア ●

● ジョリーパスタ

　セブンイレブン●

● ● セブンイレブン

モービル ● ●
臼井南中 ケイヨーＤ2

酒
々
井

志
津

工事内容により金額が変わる場合がございます。ご了承ください。

　
　 
   TOTO浴室暖房
　壁付けタイプ TYR400RS
　遠赤外線付メ-カ-希望価格

　　　　　　　　        ￥134,400-    

                       　取付工事費
　　　　　　　      　 コミコミ価格

            ￥105,000-

洗面化粧台 ノーリツ
　　　       シャンピーヌＳ
　                  間口750ｍｍ
　　　　　　　　　ｼｬﾜｰ水栓付

　                 ﾒｰｶｰ希望価格
　                    ￥112,350-

　　　　　     交換工事費
　　　　　　　　　コミコミ価格

　　　　　　　　　￥69,000-

　　    全自動おそうじトイレ
　　　　パナソニック アラウーノＳ

　　　　　　　　　        自動洗浄
　　　　　　　　　      激落ちバブル
　　　　　　　　　        メーカー希望価格
　　　　　　　　　       ￥210,000-
　　　　　　　　　　    交換工事費
　　　　　　　　　    コミコミ価格

　　　　　￥149,800-
ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ20,000ポイント対象

　　　ＩＮＡＸアメージュV便器
　　　　シャワートイレ　パッソ

　　　　　　ﾒｰｶｰ希望価格

　　　　　　　￥189,000-
　　　　　　　　　　交換工事費

　　　　　　　　　　コミコミ価格

　　　　　￥149,800-
　ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ20,000ポイント対象

留守番録画機能付で安心です

標準交換工事

コミコミ価格
￥49,800-
消費税込み

子機付、高機能、留守番録画付で安心満足

　　　　　　　　　　ＴＯＴＯ　台付タイプ
　　　　　　　　　　　　シングルレバー混合水栓

　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＫＪ31UＦ3Ｒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーカー希望価格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２７，９３０-
　　　　　　　    　　　　 標準交換工事コミコミ価格

　　　　　　　　　 ￥23,000-

　　　ＴＯＴＯ　　オールインワンタイプ　
　　　　　　　　　　　　　　　浄水器内臓型水栓

　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＫＨＧ38ＰＪＲＸ  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーカー希望価格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５９，１１５-
　　　　　　              　　　　標準交換工事コミコミ価格

　　　　　　　　　  ￥42,500-

42％
OFF

　　　　　洗面化粧台
             ヴィートワンSS　

         Sタイプ
                W900mm　

                  引き出しタイプ　
　　　

　　　　　　  取付工事費
　　　　　 コミコミ価格
　　　　　　￥179,800- 　　　　　　　

　　　ガスふろ給湯器
　　　　屋外壁掛型

　　　　　２４号
             オートタイプ

　　　　　　ボイスリモコン付
　　　　　　　ﾒｰｶｰ希望価格
　　　　　　　　￥333,900-
　　　　　　　　交換工事費
　　　　　　　　コミコミ価格

　　　　　　￥171,600-

　　　　　　　　　　

　　　　　　
　　　ガスふろ給湯器

　　　　屋外壁掛型
　　　　　１６号

　　　　　　オートタイプ
　　　　　　ボイスリモコン付
　　　　　　　ﾒｰｶｰ希望価格
　　　　　　　　￥279,825-
　　　　　　　　交換工事費
　　　　　　　　コミコミ価格

　　　　　　￥148,000-
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