
～年間施工実績 6,500 件以上～

霞ケ関営業所
0120-37-4062

川越市伊勢原町 2-14-4 受付時間　月曜～土曜　9 ： 00 ～ 17 ： 00
●お支払いには各種クレジット
　カードをご利用いただけます。

一級建築士事務所　東京都知事登録 第 62032 号

建設業許可　東京都知事許可（特 -2） 第 76578 号

TOTO リモデルクラブ加盟店

オリコ , セディナ 各種ローン取扱中

LIXIL リフォームネット加盟店

クリナップ 水まわり工房加盟店

インスタグラム

始めました！

www.kakuei-homes.co.jp

システムバスシステムバス

システムキッチンシステムキッチン 浴室暖房乾燥機浴室暖房乾燥機

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機 外壁塗装外壁塗装

コロナに
負けるな

!!

キャンペーン
春
爛漫
春
爛漫

グリーン住宅　ポイントとは
塗装工事内容 仮設足場・高圧洗浄・下地処理・外壁3回塗り・破風塗装・軒天塗装

※雨戸・戸袋・雨樋の塗装は含まれません。 ※価格は、延べ床面積での目安です。

年間施工実績
150件以上
だから安心

アフターフォロー
もしっかり
5年保証
だから安心

相談から
見積まで 無 料
だから安心

フッ素系塗料 プレミアム
　シリコン系塗料 シリコン系塗料

耐用年数（目安）15～20年

スカイツリーにも使われている！ ハイブリッドシリコン樹脂！ 安心のスタンダード！

耐用年数（目安）14～17年 耐用年数（目安）10～15年

100万円30坪の
場合 68万円78万円通常

工事価格
通常

工事価格のところ のところ

30坪の場合70万円
ご奉仕価格

30坪の場合60万円
ご奉仕価格～塗装工事の流れ～

工期は天候や現場状況に寄りますが、
約2週間程度となります。

床下無料点検

屋根無料点検

耐震診断無料

住まいを長持ちさせるには、シロアリを建物へ侵入
させないことが重要です。そのためにも、現状の
診断と定期的な防蟻工事をおすすめします。

屋根修理を後回しにしていると、気付かぬうちに
思わぬ大きな損をする可能性があります。
突風・強風・台風・豪雨等に見舞われた場合、火災
保険で修理できるケースがあります。

※急な屋根勾配の場合、無料点検できない場合があります。

※無料診断には、建築図面が必要となります。

震度5の地震
までしか

想定していない

新耐震基準に沿った耐震診断をおすすめいたします。

グリーン住宅ポイント対象

グリーン住宅ポイント対象

工期
最短3日

工事費
別 途

〔スタンダードプランの場合〕

377,000円より
定価 942,700 円

●1616／ 1坪サイズ
「ユアシス」

※写真はイメージです。

60%
OFF

本体

〔写真セットの場合〕
定価 1,177,000円 470,000円より

●壁付 I 型　間口 255cm

〔お手入れらくらくプランの場合〕

649,000円より
定価 722,150 円　扉グループ1

●壁付 I 型　間口 255cm

〔基本プラン引出し収納の場合〕
定価 765,490 円

306,000円より

※写真はイメージです。

特別
価格

〔写真セットの場合〕
定価 1,254,000 円 501,000円より

60%
OFF

本体

工期
最短2日

工事費
別 途

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

〔Tタイプ基本セットの場合〕

352,000円より
定価 1,007,600 円

●1616／ 1坪サイズ

65%
OFF

本体 〔基本セットの場合〕

506,000円より
定価 563,200 円

●1616／ 1坪サイズ

特別
価格

「サザナ」「サザナ」 「エメロード」「エメロード」

「トレーシア」「トレーシア」「ミッテ」「ミッテ」「ラクエラ」「ラクエラ」

「ユアシス」

●壁付 I 型　間口 255cm

〔おすすめプラン 
 コンフォートシリーズスライド収納の場合〕
定価 882,750 円

353,000円より60%
OFF

本体

［カフェタイル柄］
 コンフォートシリーズ

［アクリル
　　人造大理石］
 継ぎ目がなく
 お手入れカンタン。  
   ※オプション

［ステンレス
　すべり台シンク］
 排水口に向かって
 水がスイスイ流れる。    
   ※オプション

[ 浴室まるごと保温 ]
[ 高断熱浴槽 ]
保温材で包み込み
暖かさをキープ。

［耐震システムバス］
 震度6強相当の
 振動にも負けない

 強度。  

ぴったりサイズ

ホーローパネル

断熱風呂フタ

浴室保温材
2.5cm

［魔法びん浴槽］
 浴槽断熱材＋高断熱
ふろふたのすぐれた

断熱構造。  

お掃除ラクラク
ほっカラリ床

〔写真セットの場合〕
定価 1,730,905 円 605,000円より

〔写真セットの場合〕
定価 658,350 円 592,000円より

「伸びの美浴室」「伸びの美浴室」マンション向け ●1317サイズ

「ひろがるWYほっカラリ床」マンション向け
●1317J サイズ

〔Jタイプ基本セットの場合〕

538,000円より
定価 598,400 円特別

価格

※写真はイメージです。
〔写真セットの場合〕
定価 687,830 円 619,000円より

まるごと保温

高断熱浴槽ホーローパネル

アクリル
人造大理石浴槽

「ひろがるWYほっカラリ床」

※写真はイメージです。

〔Nタイプの場合〕

413,000円より
定価 1,033,670 円60%

OFF

本体

魔法びん浴槽 お掃除ラクラク
ほっカラリ床

生乾き臭の原因は、「モラクセラ菌」。
乾太くんなら、65℃の熱で
悪臭の原因菌を除去します！

乾燥容量

3.0kg

スタンダード
タイプ

※ガス工事は別途です。

▶干すスペースがなくても、大物が洗える！
▶天気や時間を気にせず、いつでも洗える！

▶コストは 1回たったの63円！
▶乾燥時間が早いから、何度でも洗濯できる！

※ガスコード 1mを含みます。

本体 ＋ 専用台 ＋ 排湿管セット ＋ 標準工事費

乾燥容量

5.0kg

154,000円
180,000円

新規取付
の場合

（※リンナイ調べ）

作業目安
半日

花粉対策に
も！

専用台（高）

「ガス温水式浴室暖房乾燥機」

※写真はノーリツ製です。

自動乾燥 暖 房

エコ換気 涼 風

◎パワフルな温水の力で、浴室を
　すばやく暖めます。
　15分ほどで約35℃まですぐに
　暖かくなります。

冬の浴室「ヒートショック」
の対策に役立ちます。

※ガス工事は別途です。

本体 ＋ 専用熱源機 ＋ 施工部材 ＋ 標準工事費

天井カセット型 壁掛型

ランドリー
パイプ 1本
付き

壁掛型

天井カセット型 200,000円
180,000円

自動乾燥 暖 房

換 気 涼 風

\ お風呂を取り替えるなら、保温 (断熱 )機能がおススメです !! /

\ 自分好みにカスタマイズ !! /

★チラシ有効期限：2021/4/28まで
★価格は全て税込表記です。

令和 3年 10月 31日までに
契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新
築 （持家 ・賃貸）、 一定のリフォームや既存住宅の
購入が対象。

◆対象のリフォーム工事
断熱改修

エコ住宅設備

い
ず
れ
か
必
須

耐震改修

バリアフリー改修

リフォーム瑕疵保険等への加入

ガラス、内外窓、ドア
外壁、屋根・天井、床

太陽熱利用システム、
高断熱浴槽、高効率給湯器、
節水型トイレ、節湯水栓

手すり、段差解消、
廊下幅等拡張、
ホームエレベーター設置、
衝撃緩和畳の設置

◆発行ポイント数：1戸あたり上限30万ポイント

任
 
意

{

{

（別途ポイントの上限特例があります。）

※発行ポイントの合計が5万ポイント未満は対象となりません。
※詳しいポイント数等はお問合せ下さい。

◆ポイントの交換対象
・新たな日常（テレワークや感染症予防）及び防災に対応した追加工事
・新たな日常、環境、安心・安全、健康長寿・高齢者対応、
  子育て支援、働き方改革、地域振興に資する商品

ホーローシステムキッチン

［ホーロー］

ステンレス浴槽

まるごと保温
高断熱浴槽

ぴったりサイズ
システムバス


