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月9800円～で我が家がよみがえる！
自社施工、低価格＆高品質な外壁塗装

ニシダ建装（株）
検索←ニシダ建装

外壁塗装

まずは無料診断＆見積もり！
10120-042-410

〒861-4171 
熊本県熊本市
南区御幸西3-1-1

熊本県知事許可（般-29）第18261号
職人ブログは毎日更新！
見積もりフォームもコチラニシダ建装

　完全自社施工による高い技術力と安心価格がモ
ットーの「ニシダ建装」。施工は熊本県全域が対象。
市内はもちろん、八代や玉名などのエリアも現地調
査に対応してくれます。「現地調査の時からとにか
く対応が丁寧で、ここに決めた」という人もいるほ
ど。スタッフの真面目で“家想い”な姿勢には満足度
も高く、口コミで評判が広がっています。ＨＰでは、
料金詳細や、サービス内容、豊富な施工実績など、さ
らに詳しい情報が満載。無料診断・見積もり依頼専
用フォームもあります。ぜひチェックを。　

実際の施工例。見た目がキレイになるだけでなく、低
汚性塗料を使用すれば遮熱機能も長く維持できるそう

県内施工実績累計327件　お客様満足度98.2％※

ニシダ建装 3つの信頼

・国家資格の塗装技能士の有資格者が施工
・腕の良い職人の技術力と連携力
・中間マージン完全カットで良心価格

①完全自社施工

大手塗料メーカー
からの表彰経歴も
多数。県内屈指の
技術力が、高く評
価されています

②高い技術力でメーカーから
　も数々の賞を受賞

・定期的な点検とヒアリングで、施工後の
　状態や施主の要望にも丁寧に対応
・万が一のための賠償責任保険であらゆる
　リスクに幅広く対応

③アフターフォローと保証制度

外壁塗装で最も重要なのは
“家の状態を見極める”こと。
現場で培った経験と技術で

お客様の期待に
応えます！

ニシダ建装 代表 西田 光宏さん

豊富な料金プランは、
コミコミ価格で分かりやすい！

足場組み 高圧洗浄下地処理（通常）

軒裏天井破風板 雨樋塗装外壁塗装

53万円（シリコンプラン・20坪の場合、税込）

全て含んで！

●ローンも対応可。9800円／月～
●そのほか料金プランあり。詳細は
　ＨＰをチェック！

【着工までの流れ】
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※着工後～完了までは約半年。直近で秋頃
　からの着工になります

Check

喜びの声、続々届いています！
・初めての外壁塗装で不安なことがたく
　さんありましたが、何度も相談に乗っ
　てくださり、安心して施工をお任せで
　きました（南区Nさん）

・当初は家のイメージを変えたくありませ 
  んでしたが、家族構成もふまえた親身な  
  提案で、イメージチェンジ。納得の仕上  
  がりに大満足です（中央区Sさん）

Before After

1000件以上の現場を見てきた

私が現地調査に
お伺いいたします！

「屋根の遮熱塗装で、暑い夏も過ごし
やすくすることができました！」

フクワ物流 福利厚生担当 　男澤さん

Before After
　熱気がこもる夏の工場で、従業員に心地よ
く仕事をしてもらいたい…そう思い、ニシダ
建装さんにご相談。屋根の遮熱性を高めるこ
とで、室内の温度上昇も抑えられるというこ
とを教えていただきました！　
　打ち合わせや作業内容の説明も丁寧に対応
していただき、スムーズな施工の流れに安心
してお任せすることができました。仕上がりに
も大変満足しております

※施工実績は平成30年3月30日時点、お客様満足度は同社調べ

ニシダ建装
担当スタッフ 様々な遮熱塗料がある中から、

その中でもイチオシの、超低汚
染性塗料をご提案させていただきました。屋
根の遮熱塗装は、事業所だけでなく一般家庭
でも施工しております。ぜひご検討ください

フクワ物流 金属屋根の遮熱塗装
数ある施工実績の中から、施主の声を紹介！

50万円分のオプション進呈
「生活支援キャンペーン」を実施中！

飯田グループホールディングスアーネストワン
検索←アーネストワン

規格
注文住宅

住所／福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18
営業時間／9:00～18:00　
定休日／水曜
担当／阿比留（あびる）・南本（みなみもと）
　　　川田（かわた）・古賀（こが）

CHECK!

TEL092- 477-8500福岡営業所

建設業/国土交通大臣許可（特-25）第23042号　宅地建物取引業/国土交通大臣（4）第6157号　（公社）首都
圏不動産公正取引協議会加盟　（公社）東京都宅地建物取引業協会会員　（一社）全国住宅産業協会会員

1階／ 38.07㎡（11.51坪）
2階／ 38.88㎡（11.76坪）
延床／ 76.95㎡（23.27坪）

●2LDK 695万円（税別）
1階/41.31㎡・2階/43.74㎡
延床/85.05㎡

●3LDK 665万円（税別）
1階/38.07㎡・2階/38.88㎡
延床/76.95㎡

●4LDK 897万円（税別）
1階/56.29㎡・2階/53.46㎡
延床/109.75㎡

4LDK
建物本体

価格（税別）

地震の揺れを吸収する、驚き
の実験結果はHPをチェック

同社の2階建木造住宅は、建築基
準法で定められた壁量の1.5倍に
達する性能を誇ります。QUIEは
さらに制震装置SAFE365を標準
装備。地震の揺れに耐える「耐震性
能」と、揺れを抑えて住宅のダメー
ジを軽減する「制震性能」。2つの
機能で地震に強い家を実現！

SAFE365で
地震の揺れを吸収する家

クワイエ

耐震＋制震の家 QUIE（クワイエ）

【制震装置 SAFE365】木造住宅の弱点は、耐震構造を
持っていても震度5弱程度の揺
れを繰り返し受けると耐震性能
を弱めてしまうこと。
もともとの耐震性能を維持する
ために重要なのが、制震装置で
す。「SAFE365」は粘弾性素材
を活用したもので、高層ビルの
制震装置にも使われています。

アーネストワンの規格注文住宅　
プラン例

665万円

Check

その他の「2階建てプラン」　※価格は建物本体価格

※建物本体価格に含まれないもの／外構費、オプション工事費、付帯工事費、設計費、一般管理費、準防火仕様工事費、深基礎
工事費、浄化槽設置工事費、電気・給排水・ガスの引き込み工事費用、水道利用加入金、建物登記費用、建築確認取得に関する
費用　※網戸、カーテンレール、照明器具、TVアンテナ、エアコン、エアコン付スリープは別途費用が必要になります　※敷
地状況や工事の進行に伴い、別途追加工事が必要になる場合があります　※構造仕様は予告なく変更になる場合がありますの
でご了承ください

2階建てプラン

※写真は同社の規格注文住宅施工事例であ
り、掲載のプラン例とは異なります

　東京に本社を持ち、全国規模でマンション・戸
建住宅の分譲を行う同社。2017年度の分譲販売
棟数は戸建てが1万376棟、マンションは788戸
を誇る企業です。
　このたび熊本復興支援住宅として「規格注文住
宅」を受付中。特徴は徹底したコスト管理です。マ
ンション建設のノウハウで、建築材料を一括調
達、作業工程の見直しなどの企業努力で下記の価
格を実現！　規格プランは300種類以上もそろ
い、土地や建物にあったプランを無料で提案して
くれます。フリープランも相談ＯＫです。
　“地震に強い家”を実現する、耐震＋制震のダブ
ル性能「クワイエ」も要チェック。
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1階床面積／ 63.99㎡（19.35坪）

LDK
17.5 帖

洋室
8帖

クローゼット物入
ホ
ー
ル

玄関

浴室

洗面所

キッチン

ト
イ
レ

ポーチ

和室
4.5帖
和室
4.5帖

2LDK

建物本体
価格（税別）628万円

平屋プラン

●1LDK 520万円（税別）
1階床面積/50.22㎡

●2DK　591万円（税別）
1階床面積/58.32㎡

●2LDK 730万円（税別）
1階床面積/72.9㎡

その他の「平屋プラン」
※価格は建物本体価格（税別）

※写真は同社の規格注文住宅施工事例であり、掲載のプラン例とは異なります

「生活支援キャンペーン」中の
7月末までの成約がお得です！
●エアコン 1台　8万円～
●LED基本照明セット 7カ所 
　8万8000円～
●玄関収納ミラー　1万9000円
●カーテンレール 7窓セット 2万9000円
●TVアンテナ設置 6万円～ 

※価格はすべて出張費・取付費・税込

全部で50万円分の
オプションをプレゼント！

2017年度 戸建分譲販売棟数は
1万棟以上！！

※生活支援キャンペーンは、2018年7月末日まで
に契約し同年12月末までの引渡しが条件です。
※詳細は同社に問合せください。


