
～年間施工実績 6,500 件以上～ 当社でのリフォームのご相談は、ご予約いただくとスムーズです。どうぞお気軽にお問合せください。

0120-37-4062 ※チラシ有効期限　2021/10/30 まで
※価格は税込表記です。

http://www.kakuei-homes.co.jp

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

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合員

お支払いには下記クレジットカ―ドが
ご利用いただけます。

リフォームローン取扱店

オリコ　／　SMBCファイナンスサービス

詳細についてはお問い合わせください

使えます！スマホ決済

ホームページも
ご覧ください。

角栄ホームズ

TOTO リモデルクラブ加盟店

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

霞ヶ関営業所
埼玉県川越市伊勢原町 2-14-4

0120-37-4062
【営業時間】9:00~17:00（日曜・祝日を除く）

インスタグラムもやってます！

施工事例などたくさんありますので、
ぜひフォローお願いします！

角栄秋の角栄秋の大感謝祭 !大感謝祭 !
\  角栄まつり出来なくてゴメンなさい。おまつり価格で大奉仕します。/\  角栄まつり出来なくてゴメンなさい。おまつり価格で大奉仕します。/

〔基本セットの場合〕

各種無料点検各種無料点検

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 ハイブリッド
　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！ 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60万円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。

外壁塗装外壁塗装

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。

工期最短3日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

〔基本セットの場合〕

1,033,000円より
定価 1,589,500 円35%

OFF

本体

「シンラ」「シンラ」
●Ｄタイプ 1616／ 1坪サイズ●Ｄタイプ 1616／ 1坪サイズ

暖房換気扇

ファーストクラス浴槽
（人工大理石浴槽）

［肩楽湯］

［腰楽湯］

［魔法びん浴槽］
浴室まるごと、
防水パンも！

〔基本セットの場合〕〔基本セットの場合〕

756,000円より

「アクリアバス」

定価 1,163,800 円

［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。

断熱風呂フタ

浴室保温材
2.5cm

35%
OFF

本体

「アクリアバス」
●1616／ 1坪サイズ●1616／ 1坪サイズ

〔基本セットの場合〕

※写真はイメージです。

677,000円より
特別
価格

「レラージュ」「レラージュ」
●1616／ 1坪サイズ●1616／ 1坪サイズ

耐震フレーム

ホーローパネル

アクリル
人造大理石浴槽

［パーフェクト保温］
追焚きが減る、
高断熱浴槽

＆断熱風呂フタ。 「伸びの美浴室」
マンション用マンション用

〔Jタイプ基本セットの場合〕

538,000円より
特別
価格

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

「伸びの美浴室」
●1317 サイズ●1317 サイズ

耐震フレーム

「ラクエラ」「ラクエラ」
●壁付 I 型　間口 255cm●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〕
〔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

「エーデル」
●壁付 I 型　間口 255cm
「エーデル」

〔シンプルプランの場合〕

386,000円より
特別
価格

●壁付 I 型　間口 255cm

〔基本プラン 引出し収納の場合〕〔基本プラン 引出し収納の場合〕
定価 765,490 円

306,000円より60%
OFF

本体

［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

●壁付 I 型　間口 255cm

「ミッテ」
●壁付 I 型　間口 255cm

「ミッテ」 ［高品位ホーロー］

グリーン住宅ポイント対象

グリーン住宅ポイント対象 工事費別途

工期最短2日 工事費別途

［キッチンパネル］
ホーローだから
マグネット収納が
自由自在に貼れて、
使いやすく！

※写真はイメージです。

「ステディア」「ステディア」
●壁付 I 型　間口 255cm●壁付 I 型　間口 255cm

〔基本プラン の場合〕〔基本プラン の場合〕
定価 877,800 円

614,000円より30%
OFF

本体

［流レールシンク］
ゴミや汚れを集め
ながら排水口に
流します。

「ミーナ」「ミーナ」

〔Tタイプ基本セットの場合〕〔Tタイプ基本セットの場合〕

352,000円より
定価 1,007,600 円

［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

「サザナ」

65%
OFF

本体

「サザナ」
●1616／ 1坪サイズ●1616／ 1坪サイズ 「ひろがるWYほっカラリ床」

〔Nタイプの場合〕〔Nタイプの場合〕

471,000円より
定価 1,048,300 円55%

OFF

本体

お掃除ラクラク
ほっカラリ床

マンション用マンション用
「ひろがるWYほっカラリ床」
●1317J サイズ●1317J サイズ

［魔法びん浴槽］
浴槽＋防水パン

〔基本セットの場合〕

375,000円より

●1616／ 1坪サイズ●1616／ 1坪サイズ

特別
価格

ホーローパネル

まるごと保温
高断熱浴槽
※オプション

〔スタンダードプランの場合〕〔スタンダードプランの場合〕

424,000円より
定価 942,700 円55%

OFF

本体

[ 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。

断熱風呂フタ

浴室保温材
2.5cm「ユアシス」「ユアシス」

●1616／ 1坪サイズ●1616／ 1坪サイズ

耐震フレーム

\ 当社実績 / \ 当社実績 /

\ 当社実績 /

\ 当社実績 /\ 当社実績 /

\ 当社実績 /
マンション用

至福の
ファーストクラス体験
至福の
ファーストクラス体験

万円6565万円6530坪の場合
特別価格
5棟まで

５棟までの特別料金は、2021年10月末までのご契約に限ります。


