
こんな症状でお悩みの方は
ご相談ください。
・天井にシミが目立つ
・壁のクロスがめくれてきている、シミがある。
・窓枠の上あたりから雨シミがある
・雨の日にポタポタと音がする

こんな症状でお悩みの方は
ご相談ください。
・換気扇の掃除がとにかく面倒！
・キッチンを人に見られたくない。
・高さが低くくて使いづらい。
・収納がもう少しほしい。
・家族の安全にためにIHクッキングヒーターに
したい。

こんな症状でお悩みの方は
ご相談ください。
・瓦の割れやズレで雨漏りが心配。
・鬼瓦が傾いて落ちてきそう。
・スレート瓦やコンクリート瓦の色が落ちて見た
目が悪い。
・屋根が重たいので地震が心配。
・外壁の色あせが気になる。
・外壁のシーリングが劣化し、雨もりが心配。
・トタン屋根、外壁のサビが気になる。
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・壁のクロスがめくれてきている、シミがある。
・窓枠の上あたりから雨シミがある
・雨の日にポタポタと音がする

・屋根の雨漏り(瓦・スレート・板金)補修
　 …………………… 15,000円から/箇所
・屋外防水の雨漏り(部分補修)
　 …………………… 20,000円から/箇所
・外壁からの雨漏り(部分補修)
　 …………………… 15,000円から/箇所
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・キッチンパネル(㎡) …………8,000円
・台所シングルレバー混合水栓取替　　        
     ………………………… 28,000円
・台所用換気扇 (W600)
   60％OFF   定価50,000円 ……20,000円
・キッチン吊戸棚(W900)
　60％OFF  定価27,900円 ……11,000円
・キッチン手元灯 ……………4,000円
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・屋根が重たいので地震が心配。
・外壁の色あせが気になる。
・外壁のシーリングが劣化し、雨もりが心配。
・トタン屋根、外壁のサビが気になる。

・瓦の差し替え ………… 2,000円
・屋根塗装 ……………… 2,200円
・和瓦葺き替え ………… 11,200円
・カラーベスト葺き替え
………………………… 6,700円

・ガルバニウム鋼板葺き  … 4,300円

・クロス張り ……………… 1,230円
・カーペット貼り…………… 6,200円
・クッションフロア貼り …… 3,560円
・ソフト巾木取替え …………500円
・畳表替え ………………… 6,000円
・障子張り替え …………… 2,800円
・襖張り替え ……………… 4,300円
・網戸張り替え …………… 2,800円
・水栓交換 ………………… 6,000円
・ガラス交換 ……………… 6,500円
・ドアストッパー…………… 1,500円
・棚板取付工事 …………… 4,500円
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こんな症状でお悩みの方は
ご相談ください。
・バスタブ、壁にヒビや傷がある
・カビなどの汚れがひどい！
・とにかく、寒い
・掃除がしにくい
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・エコキュート460L フルオート
　70%OFF 定価919,900円… 275,000円
・浴室暖房乾燥機
　30%OFF  定価166,000円…   116,000円
・浴室周りコーキング ……… 6,000円
・浴室タイル補修 …………… 4,000円
・浴室手すり(L600)
   35%OFF  定価21,600円 …… 14,000円
・浴室天井(バスリブ)1坪  ……30,000円
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リフォームの流れ →①無料ご相談(0120-47-0908） →②無料現場調査 →③無料ラフプランニング・概算お見積り
　　　　　　　 　      →④詳しいお打合わせ →⑥ご確認・ご契約 →⑦着工・施工 →⑧完成・お引渡し

あれ？おかしいな。家のかぎが
ない！こんな時どうすればいいの？

最近ドアがガタついて、音は
するし、閉めづらいのよねぇ～

あっ！お風呂の栓についてい
るチェーンが切れちゃった！

あれっ！？蛇口を閉めても、見ず
敵が落ちて気になるわ。

便利① 便利②

便利③ 便利④

７

お客様へ・・・価格を表示しておりますがお家の状況により、表示価格と多少価格が変動します。目安としてお考え頂きますようお願いします。
　　　　　  現場調査・お見積りは無料とさせて頂きますので、必ず御見積をお申し付け下さい。
　　　　　

着工前近隣
ごあいさつを
します。

着工前と完成後に、ご近

所の方々へごあいさつ

しますから安心です。

迷惑駐車や残材を徹底

注意。ご近所の方には

挨拶を忘れません。

材料や商品を大切に扱い、

現場の整理・整頓・清掃

を忘れません。

工事が完了したら、お客

様と一緒に綿密に検査

しますから安心です。

着工前と完成後に、ご近

所の方々へごあいさつ

しますから安心です。

ご近所迷惑
防止に
心がけます

迷惑駐車や残材を徹底

注意。ご近所の方には

挨拶を忘れません。

現場の
清掃・管理を
徹底します。

材料や商品を大切に扱い、

現場の整理・整頓・清掃

を忘れません。

お客様と
工事検査を
ご一緒に。

工事が完了したら、お客

様と一緒に綿密に検査

しますから安心です。

★地域のお客様への満足度NO.１を目指します！★地域のお客様への満足度NO.１を目指します！
介護保険制度で
住宅改修が
できます。

介護保険制度で
住宅改修が
できます。

介護保険制度で
住宅改修が
できます。

介護を必要とする方にも、住み慣れた
自宅でできる限り自立した生活を送って
頂けるよう、介護や福祉のサービスを
社会全体で支えようという制度です。

介護を必要とする方にも、住み慣れた
自宅でできる限り自立した生活を送って
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レオックス

携帯サイト

支給限度額

■保険給付額(18万円)

■自己負担額(2万円)

支給限度額

２０万円迄
■保険給付額(18万円)

■自己負担額(2万円)

・キッチンパネル(㎡) …………8,000円
・台所シングルレバー混合水栓取替　　        
     ………………………… 28,000円
・台所用換気扇 (W600)
   60％OFF   定価50,000円 ……20,000円
・キッチン吊戸棚(W900)
　60％OFF  定価27,900円 ……11,000円
・キッチン手元灯 ……………4,000円
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・トイレ手洗器
　35％OFF　定価54,050円 35,100円
・トイレ内装パック(0.75坪) 154,000円
・トイレつまり…………………8,000円

・温水洗浄便座(各機能付)
　35％OFF　定価107,200円 ……69,600円
・トイレ収納棚(ペーパーホルダー付）
　35％OFF　定価35,000円 ……22,700円
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こんな症状でお悩みの方は
ご相談ください。
・洗面化粧台が古くなってしまった
・洗面所が狭い
・収納がすくなすぎる

・ウォールキャビネット(750×370×400)
　60％OFF　定価31,000円 …… 12,400円
・洗面化粧台(750×490×815)
　60%OFF    定価97,000円…… 38,800円
・化粧鏡(350×22×640)
　60％OFF　定価50,000円 …… 20,000円
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