
左記QRコード
またはお電話で
ご予約ください

エネファーム・エコキュート・V2H充放電器
いずれかを含むリフォーム同時ご契約

相談予約でギフトカード
プレゼント！

お見積もりのご依頼で

※前日までに要予約

感染対策のご協力をお願いいたします

机・椅子等除菌手指消毒マスク着用 入場時の検温 飛沫防止パネル 間隔は十分に

LIXIL アライズLIXIL アライズ

LIXIL リシェルSiLIXIL リシェルSi

タカラスタンダードタカラスタンダード

Panasonic リフォムスPanasonic リフォムス

LIXIL 玄関ドアLIXIL 玄関ドアLIXIL サティスLIXIL サティス

クリナップ ステディアクリナップ ステディア

トクラストクラス

刈谷市司町7丁目28
10：00～18：00  水曜・隔週火曜定休

ご予約・お問い合わせは右記いずれかの店舗へ

刈谷店
0120-39-2964アトリスパーク

0120-55-5921住まいのワンストッププラザ

刈谷市昭和町2-84 アトリスパーク刈谷
10：00～18：00  水曜・隔週火曜定休

V2H 充放電器エネファーム エコキュート

トクラス
キッチン

リクシル
キッチン

クリナップ
キッチンエネファーム エコキュートリクシル 

ユニットバス
トイレ
洗面化粧台
玄関ドア

施工事例コーナー

タカラ
スタンダード
キッチン

ご相談
コーナー

お客様
入口

パナソニック
ユニットバス

会場案内図

300万円
以上ご契約 円引50,00050,000 500万円

以上ご契約 円引100,000100,000

※写真はイメージです

岡崎店・昭和店リニューアル記念

セット割

珪藻土の手作り
コースターキット

住まいの
展示がいっぱい！！

父の日のプレゼントにも！

人気メーカーの設備を見比べて話が聞けます！

※両日とも先着30組まで

2枚作れます

6 4 土 5 日 10:00～17:00
刈谷市総合文化センター アイリス

1F展示ギャラリー A・B・C

水まわり
&LDK

リフォームフェア

賢く
リフォーム

LIXIL サティスLIXIL サティス

会場／刈谷市総合文化センター
　　　刈谷市若松町2-104 
　　　TEL0566-21-7430
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見て聞いて

小さなことでも
お気軽に

ご相談ください

図面をご持参
いただくと相談が
スムーズです

最大

万円

キッチン合計 47,000円

掃除しやすいレンジフード
 10,000円/戸
ビルトイン食洗機 19,000円/戸
ビルトイン自動調理対応コンロ
 13,000円/戸
★節湯水栓 5,000円/台

※住宅の省エネ改修（★断熱改修、★エコ
住宅設備）は必須です。その他の単独工
事のみは対象となりません。

※1申請あたりの合計補助額が5万円以上か
ら申請可能です。浴室合計 112,000円

浴室乾燥機 20,000円/戸
手すりの設置 5,000円/戸
★高断熱浴槽 24,000円/戸
高効率給湯器 24,000円/戸
★節湯水栓 5,000円/戸
廊下幅の拡張 28,000円/戸
段差解消 6,000円/戸

耐震改修 150,000円/戸
★開口部（窓・ドア）の断熱改修
 2,000～32,000円/枚・箇所
★外壁・屋根・天井または床の断熱改修
 18,000～102,000円/箇所

補助金額例

補助金もらって賢くリフォーム！

トイレ合計 19,000円

★掃除しやすい機能を有する
トイレ 19,000円/台

こどもみ
らい住宅支援事業

45
リフォームは子育て世代以外でも補助金がもらえます。

来場
プレゼント

みりん屋さんの
バームクーヘン＆
本みりん プレゼント！

※見積もり金額50万円以上の方

碧南市　九重味淋の

全て
補助金
対象商品
です

会場では
実機が
見られます



お友達登録でお得な情報を
お届けします！

LINE公式アカウント

アルバックス一戸建て

新築一戸建て
分譲地なら
新築一戸建て
分譲地なら

アルバックスマンション

アイシン開発の都市開発事業

新築分譲
マンションなら
新築分譲
マンションならWEB相談

自宅からゆっくり
愛知県刈谷市相生町3丁目3番地
TEL0566-27-8768   
●建設業 愛知県知事 許可（特・般-30） 第57470号 
●1級建築士事務所登録（い-29）  第598号 
●宅地建物取引業者 愛知県知事 （12） 第9730号

刈谷市昭和町2-84 アトリスパーク刈谷内
10:00～18:00  水曜・隔週火曜定休

＜ ご相談・お問い合わせ ＞

刈谷店
0120-39-2964 住まいのワンストッププラザ

0120-55-5921
刈谷市司町7丁目28  10:00～18:00 水曜・隔週火曜定休

イオンモール東浦から東へ車で3分
住宅設備がいつでも見られる生活提案型ショールーム

無料
レンタル
スペース

地域の皆様のコミュニケーションの場として
2Fスペースを無料でお貸しいたします。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

素材と間取りにこだわったマンションリフォーム。リフォーム事例紹介

床は遮音性能を確保しつつ、肌触りが気持ちいい無垢の単板貼りに。
サッシは全てインナーサッシを導入し、断熱性・遮音性を強化しました。

リノベ見学会
開催中！

海外赴任の後、お子様の誕生を機に社宅を出て中古マンションを購
入され、ライフスタイルに合わせたリフォームを行いました。

キッチンの壁を無くし、明るく開放的なキッチン・ダイニングに。
床はスタイリッシュなコンクリート柄のフロアタイルです。

BEFORE

■建物タイプ／分譲マンション■構造／鉄骨鉄筋コンクリート造■築年数／60日間■工事期間／2ヶ月■家族構成／ご夫婦、お子様（幼児）

Case 111
岡崎市S様邸

名古屋市瑞穂区

BEFORE AFTER

築21年のマンション
見学予約はこちら▶

家を解体し、一新することに抵抗を感じられ、昔ながらの家の良さを
活かしつつ、今の時代に合った、住まいにリフォームしました。

■建物タイプ／戸建て■構造／在来木造■築年数／70年■工事期間／8ヶ月■家族構成／ご夫婦

築70年の家屋を耐震補強し
後世に残す戸建てリフォーム。

リビング向こうの庭も眺められる明るい
キッチン。柱、梁、建具など、この家に備
わっていた良い古材をできる限り再利用
しました。湿度調整にすぐれた漆喰の壁
と寒さ対策として床暖房を導入し、見た
目と快適性にもこだわりました。

シアタールームで
在宅時間も充実。

2WAYのシューズクロークと背中合
わせで廊下収納を設けました。充電
中の掃除機を見せないようコンセン
トを内蔵し利便性を高めました。

BEFORE

Case 108
知立市S様邸

OPEN ROOM

AFTERBEFORE

81は1981年（昭和56年）、00は2000年（平成12年）のことで、この期間に建てられた建物は新
耐震の基準を満たしていながら実は要注意なのです。2016年の熊本地震ではこの期間に該当する
住宅に倒壊が見られ、この時期は柱と土台・柱と梁の接合部などの規定が明確化されていなかった
ことから、耐震性が不十分なままになっている住宅が多いとされています。

ご存知ですか？ 81-00問題。
2000年～

旧耐震 新耐震 現行耐震大地震で倒壊する
危険性が高い

要注意 概ね安心
1950年～ 1981年～


