リビング熊本 住まいのリフォーム特集

135万円

（税込）
肩楽湯・腰楽湯・床ワイパー装備
※標準工事費込み＆消費税込み

上／実際の3Dパース画像は写真
さながらの再現度！

３Ｄパースで叶う
﹁素早い×
納得﹂
のリフォームも好評

人気メーカー水回り4点セット

（システムキッチン+システムバス+トイレ+洗面台）
設置工事費込

120 万円

（税別）

※既存水回り解体、造作施工、給排水設備改修は別途

成約先着10組に

会社概要
住/中央区大江4-10-10
営/ ９:00 〜 18:00
休/水曜
国土交通大臣（２）
第8432号

扉カラーが選べ、きれい除菌水
などオプションも充実！

シンラを動画で
チェック→

リクシル・タカラ・パナソニック・トクラスから選ぶ

（マンション・一戸建て）

さらに10万円分選べる
オプションプレゼント

水回りのリフォームは一気に やった方

（税込）

がムダな手 間や費 用 がかかりませ ん！

70.2万円

﹁ガラリト ﹂なら人気メーカーの﹁水

キッチン・バス・トイレ
床張り替え
間取り変更
トータルコーディネート
大規模リフォーム

通常98万円→

回り４点セット ﹂が今だけお得︒リクシ

会社概要
住/中央区保田窪2-4-98
営/9:00 〜 17:00
休/土日祝
◆TOTOリモデル
プロショップ

特典

ここが得意！ オススメ施工

標準工事費込み！
消費税込み！

＜4＞

検索←

ガラリト 熊本

TOTOシステムキッチン「ザ・クラッソ」

ル・タカラ・パナソニック・トクラスの４

キッチン・バス・トイレ
アフターサービス
窓・サッシ
外構・エクステリア
外壁塗装
増改築

社 から選べて ︑なんと１２０ 万 円 ︒グ

10120・655・528

ここが得意！ オススメ施工

レ ードな どの要 望に もきっちり 対 応 し

お問い合わせ
（株）明和不動産 大江四丁目支店
中古住宅専門店 ガラリト

てくれます ︒さらに︑最新３Ｄパース技

明和不動産のネットワークが
あるから中古物件探しから大
規模リフォームまでまとめて
対応してくれます

術を使った大規模リフォームもおまかせ ︒

注目 不動産仲介業社と連
携したスピード対応

図面を持って行くだけでイメー ジを再現︒

年︑信頼と実績の﹁たしろ住

73

ガラリト

右／人気メーカー4社から選べる
「水回り4点セット」が設置工事
費込みで120万円（税別）

スピーディーな作業が叶いますよ︒

創業

設 ﹂から︑
T O T Oこだわりのバスルー

﹁シンラ ﹂は①人間工学をも とに︑身

ムが読者だけの特別価格で登場！

http://www.tashiro-g.co.jp

体をやさしく包み込むファーストクラス

10120・810・243

浴槽︒背中や頭︑肩をやさしく支えて入

お問い合わせ
（株）
たしろ住設

浴を快適にサポート ︒さらにオ プション

乞うご期待!!

の ︑②肩楽湯＋腰楽湯はたっぷりの水流

特別価格で登場

と心地よい刺激でしっかりリフレッシュ︒

TOTOの水回り商品が

浄︑きれい除菌水で仕上げも完璧です ︒

TOTOショールーム

③床ワイパー洗浄はスイッチひとつで洗

（土）
（日）
・14
予 告 4/13

ＴＯＴＯなら水回りに強い
﹁たしろ住設﹂
にお任せ

※写真はすべてイメージ

土曜日

人気メーカー４社から選ぶ﹁水回り４点
セット﹂︑設置費込みで１２０万円！

上／幅広で大流量の肩楽湯 下／床ワイパー洗浄
︵きれい除菌水︶

戸建て用
「シンラ」１坪サイズ
通常１９６万円→

中古住宅専門店

ＴＯＴＯ︑究極の〝いたれりつくせり〟
バスルーム﹁シンラ﹂が本紙だけの特価に！

（株）たしろ住設

2019年4月6日

10万円相当の
オプションプレゼント！

※イメージ

・食器洗浄乾燥機 ・浴室乾燥機 など

【施工例】温水式床暖房

LＤK ×「ユカカラ暖房」

﹁今年の冬も ︑部屋が寒かった⁝﹂とい
う 人へ ︒ 寒 い 季 節 で も 春 の よ う に 心 地
良いリビング ︑考え てみませ んか

﹁ユカカラ暖房
︵ＦＨＳ製 ︶
﹂は部屋をムラなく

温める温水式床暖房︒自然な温もりで床面が熱

そ ん な 同 社 で﹁ユカ カラ 暖 房 ﹂と Ｌ Ｄ Ｋ リ

12

くなりすぎず ︑子どもやお年寄りでも安心です ︒

会社概要
住/西区小島5-16-26
営/9:00 〜 17:30
休/日曜、祝日
国土交通大臣
（1）
第13909号
◆ISO9001
認証取得

フォームをまとめて行ったＮさん邸︒昨年 月に

トータルコーディネート
断熱改修
（窓・屋根）

パネルはキッ

（マンション・一戸建て）

施工を完了︑なんと今年の冬はエアコンなしで十

床暖房
キッチン・バス・トイレ
間取り変更
増改築
大規模リフォーム

分に暖かく過ごせたのだそう！

ここが得意！ オススメ施工

チンに も設置ＯＫ︑朝もタ イマー機能で賢く温

http://www.ribongasu.jp

ジがなかったのですが︑高い天 井やリビングを

10120・039・084

実例
レポート

めます ︒﹁ＬＤＫリフォームは具 体 的なイメー

お問い合わせ

リボンガス（株）

After

見渡せるキッチンなど ︑様々なアイデアを提案︑

・個室をつなげて、約17帖の広々
空間に。廊下も部屋に組み込む
ことで、さらにスペースを拡張

カタチにしてもらいました ﹂とＮさん ︒

・リビング全体に「ユカカラ暖房」
を設置。最低限の暖房器具で済
むから部屋もスッキリして感激

気候も良く ︑消費増税も気に なる今︑じっく

築40年ほどの昔ながらのお家。
「寒さ」と、細かく分かれた部屋
に使いづらさを感じていたそう

りと考えてみませ んか︒来店前に電話をすると

スムーズに対応してもらえます ︒

Before

【マイホームを検討中の人も必見】

Ｎさん邸・築40年ほど

新築時にまとめて施工して、暖かく
広々とした住まいに！

親と夫婦、そのお子さん
の４人家族

LDK×「ユカカラ暖房」は
3Dパースが決め手に！

「ユカカラ暖房はこれから家を建てられる方にも
おすすめ。畳や塩ビシート、無垢材など素材を選
ばないから、脱衣所やトイレにも設置できます。
新築時の施工は、コスト面でもとてもお得です」

お悩み

「まずは寒さ対策が必須。でも実は、
部屋のリフォームも考えたくて…」
・エアコンなど暖房器具をフル稼働しても、
やっぱり寒い！ 床暖房はマストでした
・お風呂とトイレは先にリフォーム済。部屋
のリフォームもそろそろ…と思っていました

打ち合わせ＆施工

同社が実際に提案した３Dパース

「見積もり・3Dパースは
無料で作成いたします！」

「3Dパースは、空間のイメージが
一目で分かるから決心できました」
部屋全体のリフォームもできます、とリボン
ガスさんから3Dパースを提案してもらいま
した。施工前にリフォーム後の部屋の雰囲気
まで分かったのは決め手になりましたね。素
敵なリビングに生まれ変わって大満足です

リボンガス 内海さん

「3Dパ ー ス な ら、 平 面
の間取り図だけでは読
み 取 れ な い、 部 屋 の 奥
行きや雰囲気なども立
体的に表現できます。
寒さ以外の住まいのご相
談も大歓迎。ぜひ気軽に
お問い合わせください」

【左/リビング】新築時の「ユカカラ暖房」の施工の様子。
24帖のLDKに設置しています
【右/キッチン】床だけのリフォームの様子。パネルは自在
にカットできるので、既存の台所シンクや収納庫を除い
たギリギリまで設置できます

「ユカカラ暖房」を体感し
たい人は、ショールーム
「R-ism」へ！
事前連絡で、日曜日も対
応してもらえます。まず
は気軽に電話を

広々＆開放的なのに︑エアコン要らずの暖かさ
ＬＤＫ×﹁ユカカラ暖房 ﹂を考え始めるなら 今

リボンガス（株）

