
背の高い本棚やタンスは
地震時に倒れやすく危険で
す。突っ張り棒なども見た
目が気になります。壁面収
納なら倒れる心配もなく、
扉に耐震ラッチをつければ
物が飛び出しません。人気
の壁掛けテレビは見た目の
スッキリ感はもちろん倒れ
る心配もなく安心です。

大きな窓のある素敵なリビング。
窓が大きければ壁面積が減少
するため耐震、断熱、防犯の観
点からは不安な面も少なから
ずあります。外側から取付工事
をする耐震フレームを利用すれ
ば開口部が耐力壁となり、耐震
面の不安を解消。断熱性能、防
犯性能の高い
窓を組合せれ
ば一石二鳥、
一石三鳥です。

Reform Cafe

10:00～17:00
5 14 土15 日

リフォーム カフェ

【ちょっとプラス】して強い家づくり

お茶をしながら気軽に相談
ちょっと聞くだけでも大歓迎です

美味しいご当地
　　　　お菓子をご用意

刈谷店
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

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スペースをお貸しいたします。
詳しくはお問い合わせください。

LINE公式アカウント
お友達登録でお得な
情報をお届けします！

安心してご来場頂くための取組みを講じます

手指消毒マスク着用 会場内除菌 飛沫防止パネル入場時の検温

Google
Map

QRコード

OPEN2日間

今月の
お菓子

ちょっとプラスするだけで、安心が増えるリフォームのご提案です。

平成12年までに建築された家は耐震工事を行うの
が理想ですがキッチンや浴室だけのリフォーム時に
も補強することで耐震性能は高まります。ただ闇雲
に行えばいいわけではなく、全体のバランスを考慮
し行う必要があるため
専門知識を有する会社を
選びましょう。

キッチン・浴室リフォーム時に
 耐力壁　筋交　耐震金具  
をプラスして同時に耐震補強。

キッチンにパントリー
を設け、食料の備蓄や
調理家電も収納するこ
とでスッキリと。開き
やすい開き戸ではなく
引き戸にすればより安
心です。

お菓子の家 シェ・シマダの

濃厚レモンケーキ

リビングや個室リフォーム時に  高性能窓
 耐震フレーム   耐力壁　筋交　耐震金具  を
プラスして災害と防犯に強くする。

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

耐震診断の資格
を持ったスタッフが
お話し伺います

耐震プラス

キッチン・浴室リフォーム

ガスで発電するエネファームは普段は電気代の大幅削
減、停電時でも給湯・電気が使えることが最大の魅力
です。停電時、700Wの電力が使えます。地震だけでな
く大型台風や大雨に襲われる頻度が高まっている状況
下、備えて安心の設備です。

給湯器交換時に
 エネファームをプラスして
災害時も電気が使える。

発電プラス

給湯器交換

※停電時に発電するには、ガスと水道の供給が必要など条件があります。
※昨今の社会情勢により通常より入荷にお時間がかかる場合がございます。お早めにご相談いただくことをお勧めします。

お菓子の家シェ・シマダの
焼き菓子ギフト
プレゼント！

お見積もりプレゼント

※見積もりプレゼントは見積もり金額50万円以上、
初回お見積依頼の方とさせて頂きます。

幸せな
気持ちになれる
甘いお菓子たちの
詰め合わせ

来店予約または来店前にお電話で
来客状況をご確認いただくと
お待たせしません。

来店予約がおすすめです

ご予約はQRコード
またはお電話で

耐震・断熱・防犯プラス

リビング・個室・キッチンリフォーム

補助金
対象

補助金
対象

補助金
対象

PHOTO YKK AP

PHOTO YKK AP

浴室リフォームに
耐震工事プラスで
　　　万円～2

1950年～ 1981年～



■建物タイプ／一戸建
■構造／軽量鉄骨造
■築年数／26年
■工事期間／3ヶ月
■家族構成／ご夫婦

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

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

ホームページ リニューアル ！

リフォーム実績50,000件以上。小さなリフォームから大きいリノベーションまで
お客様にご満足いただけるよう取り組んでいます。

住まいのワンストッププラザ 0120-55-5921ご相談・
お問い合わせ

刈谷市司町 7 丁目28
営業時間 10：00 ～18：00  水曜・隔週火曜定休

リフォーム事例紹介

こどもみらい住宅支援事業 補助金をもらっておトクに
リフォームできるチャンスです！

※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。
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ビルトイン自動
調理対応コンロ

������円/戸
掃除しやすい
レンジフード
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ビルトイン食洗機
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浴室乾燥機
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★節湯水栓
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耐震改修
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★節湯水栓
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段差解消

������円/戸
廊下幅の拡張

★開口部（窓・ドア）の断熱改修
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★外壁・屋根・天井または床の断熱改修
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高効率給湯器
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★高断熱浴槽

�����円/戸
手すりの設置

������円キッチン合計

�������円浴室合計

������円/台
★掃除しやすい
機能を有するトイレ

������円トイレ合計

定番～ハイグレード商品までお値打ち価格で取り扱っております。

LIXIL スパージュLIXIL スパージュ

LIXIL リシェルSiLIXIL リシェルSi タカラスタンダード レミュータカラスタンダード レミュー

Panasonic リフォムスPanasonic リフォムス

Panasonic LクラスPanasonic Lクラス

LIXIL サティスLIXIL サティス

TOTO シンラTOTO シンラ

クリナップ ステディアクリナップ ステディアトクラス ベリートクラス ベリー

Case 101
日進市K様邸

もっと詳しく

リビングには余計な家具は
置かず、大容量収納を廊下
に設け、様々な日用品を収
納できるよう設計しました。

3人の息子さんがみな巣立ち、これからはご夫婦のみで暮らすこ
とになったK様。お子様それぞれが成長過程で家の中に残した
傷や凹みは、エネルギーがみなぎった男の子の言わば“元気印”。
それが3人ともなれば、元気印の数は、それはもう半端ではな
かったとか。そしてこの度、
最後の三男さんが社会人
として独立したことを機に
「我が家を綺麗に再生した
い」との思いで始まったリ
フォームの計画。そこには
ただ家を綺麗にするだけ
でなく、K様ご夫妻がこれ
までにない快適性を得ら
れるよう、様々なアイテム
とアイデアを施しました。

BEFORE

BEFORE

より快適・より安心できる住まいへ
戸建てリフォーム。

Outer Wall

Reform Story

補助金
額例

Living

Dining Kitchen

Storage Space

外壁と屋根は、将来のメンテナンスの手間やコストを考慮してガルバ
リウム鋼板のサイディング・屋根材を用い、既設の壁・屋根を残して
上から覆う「カバー工法」を実施。既設の仕上げ材を剥がし撤去する
分のコストを低減できることに加え、
二重の外壁・屋根となるため外断熱の
性能が格段にアップしました。窓枠も
結露しにくい樹脂製に変更し、こちらも
断熱性能を向上させました。

和室をなくし、南からの日光を存分に取り入れた明るい大空間のLDKが誕生。テレビは壁掛けとし、構造上
取り除けない鉄骨の柱を木で覆い、壁面に造作したテレビボードとあわせたデザインとし、上質な空間作
りの一役を担っています。

キッチンを分断していた壁を取り除き、LDKとしてフロアを一体化させました。手元
を見せたくないという奥様のご希望により、カウンターが一段上がったタイプの
キッチンを採用しました。

LDK

勝手口勝手口
廊下

ホール

玄関玄関

収納収納 収納収納

浴室

トイレトイレ

洗面室洗面室
収納収納

ダイニング

居間

台所 浴室

廊下

押入

ホール

和室 玄関玄関

トイレトイレ

洗面室洗面室収納収納勝手口勝手口


