リビング熊本 住まいのリフォーム特集

リクシル
トイレ「アメージュ Z
フチレス」工事費込
みで5万7000円。
温水洗浄便座付きな
ら8万6000円
※ 排 水 位 置によって別
途費用がかかる場合も

空調・空間デザインにも定評
あり︒様々なスタイルに対応

リボンガス で人 気の﹁ 広 々 ＬＤＫ×

フォームとユカカラ暖房を同時に施工し︑

ユカ カラ 暖 房 ﹂リフォーム ︒Ｌ Ｄ Ｋ リ

検索←

ます ︒ユカカラ暖房は足元から空間を暖

お問い合わせ
リボンガス
（株）

〝開放的なのに寒くない 〟
リビングを叶え

住まいのリフォーム＋ユカカ
ラ暖房で施工費用を抑えら
れます！ ユカカラ暖房の施
工は３万3000円/畳（目安）

ず ︑トイレなど狭い場所に も対応ＯＫ︒

床暖房は
「まとめて
リフォーム」
がお得！

める温 水 式 床 暖 房 ︒床 材の素 材も問わ

注目

リビング全体に、ユカカラ
暖房を設置

憧れの
〝広々ＬＤＫ〟
なら︑暖かさは必須条件！
﹁ユカカラ暖房﹂リフォーム︑増え ています

・キッチンが奥にあるから動線が
悪く、使いづらい…
・こたつとカーペットがあるスペ
ース以外は温まらず冷える…

ホーロークリ
ーン
レンジフード
も装備

After

Before
【実例】築26年 Nさん邸

﹁ＪＥＲＣＯ九州リフォームコンテス

After

（税別）
単品なら 本体6万5000円

リボンガス（株）

ランニングコストも抑えられますよ︒

＊同社施工例

・ファンもワンタッチで取り外せて
水で汚れが落ちる！
・フィルターいらずで掃除が簡単

和室もつなげた広々リビング！
家具と色味を合わせて統一感を演出

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

Before

（税別）〜

【キッチン＋バス】【キッチンだけ】などの
お得な水回りパックもあり！

ここが得意！ オススメ施工

古い玄関ドアをキレイにしたい
玄関の施解錠がひと苦労
ロックが古くて防犯が心配
靴入れのニオイがこもる…

99万円

※現場の状況によって金額が変動する場合あり

リフォーム＆床暖房

リボンガス 熊本

壁を壊さない「カバー工法」
で、キレイ・安心・快適！

豊富なリフォーム事例は
同社のホームページで
チェック！

特別価格

会社概要
住/中央区帯山5-8-19
101Ciel 2階
営/10:00 〜 18:00
休/水曜

10120・039・084

1日で新しい玄関に。かんたん「ドアリモ」

画期的！

ぜんぶ ホーロー の
システムキッチン・
バス・洗面化粧台

撤去、処分、
標準取付工事まで全て込みで

トータルコーディネート

調のノウハウで快適な暮らしを叶えます ︒

⁈

まとめて
お得！

ト２０１９ ﹂でも入賞︒高い設計力と空

家の弱点は窓
台風＆防犯
対策に窓の後付けリフォーム

台風や竜巻︑突風など︑この時期にな

るとヒヤヒヤ ︒防音や防犯面でも不安が

取り付けて
〝 窓を強 化 〟しませ んか？

⁝︒それなら︑雨戸や電動シャッターを

大規模リフォーム（一戸建て）
キッチン・バス・トイレ
窓・サッシ・玄関
網戸張り替え
外構・エクステリア
アフターサービス

公共工事から一般家庭のお困りゴトま

ここが得意！ オススメ施工

で幅広く手掛ける同社は︑窓のリフォー

検索←

他社では断られてしまった ﹂というケー

10120・325・780

ム実績も多彩︒
﹁造り付けの出窓なので︑

お問い合わせ
（株）笠井産業

スでも ︑経験値と熱い想いで丁寧に施工︒

詳細は
こちら⇒

台風の雨風も心配無用！「耐風シャッター」
光も風も自由自在
「電動ブラインドシャッター」
結露対策に
「内窓」
取付
出窓に
「面格子」
設置 …

住まいの進化をお手伝いしてくれます ︒

窓のお悩み大募集！
アンケートに答えて
Amazonギフト券
1万円分プレゼント

かんたん「マドリモ」なら、最短半日でリフォームＯＫ

玄関ドアや水回り ︑バリアフリーなど ︑

YKK AP「 窓 シ
ョップ」として施
工を行う、確かな
技術力があります

After

先着5組限定の 福袋

【タカラ最新水回り3点セット】

（一戸建て）

毎日の掃除も ︑年末の大掃除も
〝断然

YKK AP
公式施工店

窓・ドア・水回り・外構⁝最新設備から
〝我が家のベスト〟
を提案 ︒施工力に自信あり

（株）笠井産業

ください！ 今回いちおしのタカラとい

「ハーゲンダッツギフト券」or「ビール共通券」
どちらかプレゼント！
※1組1回のみ、予約は電話で

ラク 〟
に なるリフォーム︑同社に任せて

さらに、リフォーム見積もりで

えば︑こだわりの高品位ホーロー︒金属

事前予約で来場すると ひんやり冷感マスクプレゼント！

キッチン・バス・トイレ
内装（クロス・塗装）
外構・エクステリア
間取り変更
大規模リフォーム

の強さとガラスの美しさの
〝良いとこ ど

特典

特典

入れ簡単・キズも付きにくく丈夫です ︒

☎096
（385）
2022

り素材 〟
だから︑汚れが付きに くくお手

暮らし快適・応援フェア

Before
出窓に雨戸はムリと諦めていた、
熊本市のＩさん。マドリモ耐風シ
ャッターを取り付け、
「台風でも安
心！」
と大喜び

会社概要
住/西区蓮台寺5-8-20
営/8:00 〜 18:00、
休/日祝
◆MADOショップ
◆TOTOリモデルクラブ
◆タカラパートナーショップ
◆リクシルPATTOリフォーム

お問い合わせ
イワイホームグループ
（有）小岩井ドリーム

ここが得意！ オススメ施工

日時／ 8月1日〜 7日（5日を除く） 10:00 〜 17:00
会場／クリナップショールーム
（南区田迎2-18-8）

Go Goリフォーム王

熊本

担当／谷口

その高品質に加えて長年地元・熊本に

お得いっぱい！

会社概要
住/合志市幾久富1758-263
営/ ９:30 〜 18:00
休/なし
建設業許可番号 熊本県知事
許可（般-27）第17870号
熊本県宅地建物取引業会会員
熊本県知事（1）第5385号
◆TOTOリモデルクラブ

笠井産業

網 戸・ ク ロ ス、
畳 →フローリン
グなど何でも相
談ＯＫです！

密着するイワイホームのリフォーム専門

ただいま、来場予約受付中！

（マンション・一戸建て）

注目

熊本県優良住宅
リフォーム協会会員

http://www.iwaihome.jp/

キッチン・バス・トイレ
外構・エクステリア
内装（クロス・塗装）
床張り替え
大規模リフォーム

セット③／洗面化粧台
エリシオ
（収納たっぷり！）

会社なので ︑きめ細かなアフターメンテ

60

注目

セット②システムキ
ッチン／グランディア
（ガス・ＩＨ ＯＫ）

で長く安心して使えますよ︒

人気のシステムキッチン・
バスが最大約 ％オフ

住 まいの相 談 なら︑土 地の相 談 から

トイレ交 換 ま で ︑どんなこ とに も 対 応

してくれる﹁九州トータルハウジング ﹂︒

リフォーム相談会﹁暮らし快適・応援フェ

週間限りで大幅値引き
︵上記︑組立工

ここが得意！ オススメ施工

1

ア ﹂を開 催︒クリナップの人 気 住設 が︑

来 場 は事 前 予 約 が 必 要

九州トータルハウジング 検索←

事費等その他諸経費は別途 ︶
︒台数限定︑

10120・83・7789

早い者 勝ち！

お問い合わせ
九州トータルハウジング

です ︒単品の施工はもちろん ︑水回り丸

新築や中古戸建、マンショ
ン、土地などの不動産売買
仲介を行っているのも強み。
まずは同社ショールームへ

ごとリフォームもＯＫ︒事前予約の来場

不動産の相談カウン
ターも完備！

でプレゼントもあり ︒気軽に問合せを︒

注目

❸

❹

30

﹁せっかくなら長く使いたい﹂
そんなあなたへの特別セット

※価格はすべて税込

クリナップ

①システムキッチン
「ステディア」通常284万9000円→173万6000円
②洗面化粧台「ファンシオ」通常30万3600円→17万2300円
③システムバス
「ユアシス」通常193万8200円→80万9000円
④システムキッチン
「ラクエラ」通常157万3000円→68万5200円

セット①システムバス／
リラクシア1坪タイプ

＜II＞

地元熊本で 年︑
確かな仕事と手厚いアフター︒
価格もうれしい
〝女性目線のリフォーム〟

❶

土曜日

イワイホームグループ （有）
小岩井ドリーム
希 望 者 はショ ールーム で 実 物 を 見 な がら︑ さま ざまな 色・
デザ インから選べます ︒※写真はイメー ジです

❷

クリナップショールームにて ︑８月１日〜７日
﹁暮らし快適・応援フェア
︵予約制︶
﹂が開催！

（株）九州トータルハウジング

2020年8月1日

ユカカラ暖房、ショールームで相談！
リフォーム専門ショールーム
「Rism」で、住まいのこと
じっくり考えてみませんか？

（マンション・一戸建て）

□ ユカカラ暖房を実際に導入した
スペースでゆっくり打ち合わせ

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

□ 豊富なリフォームの素材・カタログ
を実際に見ることができます
□ インテリアのヒントになるカフェ
のようなほっとする空間

※コロナウイルス拡大防止のため、ショールーム来店は電話で予約が必要です

