リビング熊本 住まいのリフォーム特集

2019年4月6日

土曜日

＜8＞

屋根と外壁のプロフェッショナル

（株）リ・ホーム熊本

ニシダ建装（株）

Before

After

Before
長年の汚れ・色褪せも一新︑愛着ある
我が家が見違えるほど蘇る！ 防汚性
も高まり︑キレイが長続きします
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塗装メーカーからの数多くの表彰実績が安心と
信頼の証。ボランティア活動で地域貢献も！
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Before

After

❶❸寝室だった洋室とDKをつなげ
て開放感たっぷりのLDKに。小
屋裏収納の一部を取り払い天井
を高くし、フロアには床暖房も
❷リビングの天井には補強梁を1
本追加。元からあった梁と色や
質感をそろえました
❹❺便器の向きを変更し使いやす
くレイアウト。洗面台も素敵！

水回りアイテムに定評のあるTOTOアイテムをチェック

4/20
（土）
・21
（日） タカラショールーム
タカラのビッグリフォームフェア。無料のハンドマッサ
ージ、ガス・IHヒーターの料理実演会などイベント盛り
だくさん。来場特典「ごまドレッシング」のプレゼントも！

4/27（土）
・28（日） クリナップショールーム
ステンレスといえばクリナップ、最新設備を見学

〜想いを知ることから始まります〜
ご相談から施工・アフターまでお任せください

10120-182-471 http://www.re-homekumamoto.com

完全自社一貫だから叶う
低料金＆丁寧な職人仕事

4/6（土）
・7
（日） TOTOショールーム

同社仕入れで安心価格︑自社職人

「リ・ホーム熊本」のリフォーム相 談会

の責任施工で︑リピート率の高い﹁ニ

「工事前の片づけもしてくれまし
た。丁寧な仕事ときれいな仕上が
（宇土市・Uさん）
りに感謝しています」
「社長自ら調査に来られ、説明も的
確で安心しました」（合志市・Sさん）
そのほかの声もHPで詳しく紹介していま
す。ぜひチェックしてみてください

こんなに充実！ 無料診断で何でも聞いてみて
お問い合わせ

ニシダ建装（株）

10120・042・410
ニシダ建装

検索←

ここが得意！ オススメ施工

外壁塗装（遮熱・防水）
屋根（防災瓦・瓦葺き
替え・瓦修繕・雨漏り）
無料外壁・雨漏り診断
外装リフォーム
（サイディング張り・
雨樋交換など）
熊本県内全域対応
詳しくは気軽に問い合わせを

会社概要
住/南区御幸西3-1-1
営/8:00 〜 20:00
熊本県知事許可
（般-29）
第18261号

熊本県施工実績 累計389件 ※H30年12月31日時点、同社調べ
資格をもった外壁診断士が、依頼者立ち会いのもと無料
で診断。診断報告書も提出
自社職人の直接施工だからできる
「安心保証制度」
暑さ対策に、塗装でできるエコリフォームも提案
同社リフォームローンあり。光熱費削減・色ツヤ長持ち・
汚れにくいなど、費用対効果の高い塗料が使えます
少しでも費用を抑えたい人は、消費税増税前の今のうちに

特典

「リビング熊本 住まいのリフォーム特集を見た」
と伝えてください

先着10人限定。外壁塗装契約で
家のすべての網戸張替えサービス
先着定員に達し次第終了

「シリコンプラン」
好 評！ 安心の低価格＆耐久性
ホームペー ジ

会社概要
住/東区長嶺東5-8-10
営/9:00 〜 18:00
休/水曜
◆熊本市・上益城郡・合志市・
宇城市・宇土市・菊池市・玉
名市・山鹿市など、県内各地
対応

お金のことも同時に相談できる

を併設しています
「ローンプラザ」

シダ建装 ﹂︒実力・価格・実績もさる

大規模リフォーム
（一戸建て・マンション）
間取り変更
キッチン・バス・トイレ
増改築
二世帯住宅への改修
アフターサービス
外構・エクステリア
バリアフリー

施工からローン相談まで、それぞれの 専門家 が
丁寧に対応してくれる

強 く 支 持されるのは︑施 主 想いなス

ここが得意！ オススメ施工

TOTOリモデルコンテスト 熊本で11年連続1位を
受賞
（全国でも4位となりました！）

こ とな がら︑
﹁次も頼みたい！ ﹂と根

http://www.re-homekumamoto.
com/

１０００件以上の現場を見て き た

10120・182・471

創業32年のリフォーム専門工事店で、
熊本での実績は1万件以上

タッフの丁寧な姿勢があってこそ ︒

お問い合わせ

社長自らが現地調査に出向き ︑無料

家族構成なども考慮し予算立てや提

徹 底した 親切丁寧な姿勢 が 選ばれる理由
「お客 様の声」をピックアップ！

この会社の魅力ポイント
（株）
リ・ホーム熊本

で外壁診断︒詳しい報告書まで作成︒

案を行ってくれますよ︒﹁心配ごとな

ど小さな疑問に も ︑納得いくまで答

えて くれまし た ﹂と信頼の声も たく

然 違いますよ ﹂と社 長 ︒これから暑

さん ︒﹁部屋の快適さも外壁塗装で全

人も気軽に相談してみてください︒

くなる季 節 ︑室 内 温 度で悩ん でいる

「丁寧な仕事をしてくれる会社を探していました。間取
を変更する際、ほかの業者からはDKと洋室の間の柱
は取らないほうがと言われたのですが、リ・ホームさ
んは新たな梁を2カ所に入れるという解決策を提案。
開放感たっぷりのLDKに生まれ変わりました。最新設
備の水回りも取り扱いやメンテナンスが簡単です」

お風呂からガレージの愛車たち
が眺められる設計に

リ・ホーム熊本のココが良かった！ ［お客様VOICE］
●合志市/Y様 築30年以上
・DKと洋室をつなげてLDKに！
・洗面所、浴室、トイレの水回りリフォーム

←八代郡氷川町立神峡の火の
国橋を職人全員で1日かけて塗
装し、感謝状が渡されました

合志市・Y様邸

２０１８年のリフォーム
実績は９８７棟！

年︑２０１８年のリ

部 分 改 修から大 規 模リノベー ショ

実績を重ね

ンま で ︑リフォームの 専 門 店 とし て

優れたリモデル現 場 事 例を競う﹁Ｔ

年連続１位を獲得しています ︒

フォーム実績は９８７棟に も ︒また ︑

本で

ＯＴＯリモデルコンテスト ﹂では︑熊

実績や技術の高さもありますが﹁リ・

ホーム熊 本 ﹂が選 ばれる理由は︑長

く付き合え る３つの
〝安心感 〟
にあり

グし てカタチに する① 提 案 力︑②丁

ます ︒施主の要望をしっかりヒアリン

寧で誠 実 なスタッフの人 柄 ︑③ 施 工

後も手厚いアフターフォローを約束︒

棟１棟 個 性 が異なる︑期 待を上回る

〝お客 様 中 心 主 義 〟をモットーに︑１

リフォームを提案してくれます ︒

32

毎年数々の塗料メーカーから、
施工実績のレベルが高いと表
彰を受ける同社。ボランティア
活動にも積極的で、塗装職人
として地域に貢献しています

屋根や外壁の色褪せ・ヒビ⁝
信頼で き る塗装専門店へ！
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﹁お客 様の想いを知るこ と﹂
誠実対応で永年のお付合い
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After

58万円（30坪・目安・税込）

足場組み・高圧洗浄・下地処理・外壁塗装
3回塗り・軒裏天井・破風板・雨樋塗装

技 を 極 める 笑 顔 を 頂く
屋根と外 壁のプロフェッショナル

1 0120・042・410

ニシダ建装

検索←

