
■対象設備機器

システム
キッチン

システムバス

洗面化粧台

トイレ

給湯器

・ 本体
・ ガスコンロ又はIHクッキングヒーター
・ レンジフード

・ 本体 ・ 換気（暖房）乾燥機※ミストシャワー機能一体型含む ・ 混合水栓 ・ 照明器具
・ 操作パネル ・ ジェットバス、ミストシャワー  ・ 排水ボタン

・ カップボード（蒸気処理機を除く）
・ 換気扇
・ ディスポーザー

・ 浄水器
・ 混合水栓
・ 照明器具

・ 本体 ・ 混合水栓 ・ 照明器具 ・ くもり止め

・ 本体 ・ 温水洗浄便座 ・ 操作パネル ・ トイレットペーパーホルダー ・ 手すり ・ 手洗い設備

・ ガス給湯器、電気温水器 ・ エコキュート、エコワン、エネファーム

主な免責事項●製品の機能および使用に影響のない損害（美観的損害等）●パッキンやレンジフィルター等の消耗品の交換●お客様の操作ミスを原因とする故障・不具合●本建物の瑕疵等に起因す
るもので、対象機器及び本工事に起因しないもの●火災や地震など外部要因に起因する故障・不具合 他／対象設備機器： 住宅用の水廻り設備機器を対象（店舗等の事業用に利用する設備機器を除く）
※本サービスは、（株）ミサワホーム静岡が施工する国内メーカーの水廻り設備（システムキッチン、システムバス、洗面化粧台、トイレ、給湯器）機器本体が対象です。施工エリアは、静岡県、愛知県（一部地域）、山梨県（一部地域）、
神奈川県（一部地域）です。〈一部地域・島嶼部は除く〉　※保証内容の詳細は保証書の保証条件をご確認ください。

・ 電気昇降戸棚
・ オーブンレンジ
・ 食洗機

住宅用の水廻り設備機器の故障を対象とします。（店舗等の事業用に利用する設備機器は保証の対象外）

安心のサポート体制で、快適な暮らしを手にしませんか？ミサワリフォームなら水廻り設備の10年保証

提携ローンも使えます！ （株）ジャックス・（株）オリエントコーポレーションからリフォームローンのご案内

1.36% 支払い例　

 ※2021年9月度適用金利

実質年率

ローン金利

120回払
の場合

1,980,000円(税込)
頭金0円　

24,398円 
17,600円 

ローン1,980,000円

現金価格

第1回目分割支払額

第2回目以降分割支払額

※本ローンの詳細やご質問については、（株）ジャックス・（株）オリエントコーポレーションに取り次ぎます。

〒411-0943 駿東郡長泉町下土狩20-3 TEL.055-989-0330
〒421-0102 静岡市駿河区手越367番地 TEL.054-257-1152
〒430-0903 浜松市中区助信町4番6号 TEL.053-478-0338

三島店
静岡店
浜松店

■お問い合わせは スマートフォンから

ミサワホームは、 と提携しています。

購入した中古マンションを、リゾートライクな住まいにフルリフォーム。

静岡県／Nさま邸

Reform Data

リフォーム面積／約91㎡　
築年数／約15年

中古マンションを購入し、新築に匹敵するようなフルリフォームを希望されたNさま。
高層階から駿河湾を見渡しながら、ご友人との集いを満喫したいとのご要望に対し、
南と西の二面開口をいかして、どこにいても海が見える開放的なLDKをデザイン。
全体の連続性を意識し、空間がより明るく広びろと感じられるように設計しました。
また、奥さまが孤立せず、みんなで料理を楽しめるよう、ダイニングと隣接して
アイランドキッチンを設置。海を眺めながらパーティも楽しめる、リゾートライクな住まいとなりました。

まるまるリフォーム実例

ミサワリフォームの全面改装 まるまるリフォーム

Reform Selection
2021.10/21（木）～2022.3/31（木）

夢のインテリアを実現した素敵なリビング。すっかり綺麗になった清潔なお風呂やキッチン。

今、リフォームで、新しい暮らしをはじめる方がどんどん増えています。あなたもリフォームで、

毎日の暮らしに、ワクワクする喜びを。わたしたちミサワホーム静岡が、お手伝いいたします。

Before

システムキッチン：LIXILリシェント

寝室ワンポイント壁材：LIXILエコカラット 洗面化粧台：LIXILルミシス

After

▶
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メーカー希望小売価格 1,160,830円（税込）
46%
OFF 628,000円（税込）

408,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 1,372,030円（税込）

548,000円（税込）
394,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 1,593,020円（税込）

801,500円（税込）
442,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 895,070円（税込）

849,000円（税込）
573,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 1,159,290円（税込）

485,000円（税込）
378,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 1,217,150円（税込）

578,000円（税込）
332,800 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

□ IH クッキングヒーター
□ オールインワン浄水器
□ 次世代エンボスワークトップ
□ ローラーレール・ダンパー付
□ 扉キャッチ機構

シエラ S I 型 2550 ㎜

58%
OFF

□ 味わいのある Rusty シリーズ
□ 省エネシングル水栓 （シャワーホースタイプ）
□ ガラストップガスコンロ
□ ステンレスワークトップ
□ アイアン調バー取手

53%
OFF

□ ミクロソフトシャワー水栓
□ ステンレスカウンター／銀河エンボス仕上げ
□ ガラストップガスコンロ
□ スペースアップシンク
□ ラウンド取手

60%
OFF

50%
OFF

5%
OFF

おすすめプラン

ラクエラ I 型 2550 ㎜

おすすめプラン

ミッテ I 型 2550 ㎜

おすすめプラン

□ サイクロンフードⅢ
□ 浄水器内蔵シャワー混合水栓
□ 人造大理石ワークトップ＆シンク
□ ホーロートップガスコンロ
□ 食器洗い乾燥機

Bb I 型 2550 ㎜

□ 混合水栓サラサラワイドシャワー水栓
□ ラクッキングリル
□ フルオープン食器洗い乾燥機
□ クッキングコンセント

□ 高品位ホーロー扉
□ 家事ラクシンク（人造大理石）
□ ハンドシャワー水栓
□ ホーローキッチンパネル
□ 食器洗い乾燥機

おすすめプラン

ラクシーナ I 型 2550 ㎜

おすすめプラン

トレーシア I 型 2550 ㎜

おすすめプラン

毎日使うキッチンだから使いやすい機能や操作性を重視しました。

※写真はイメージで、一部オプションや小物類など価格に含まれていないものもあります。　※商品のサイズ・仕様・グレード等を変更した場合は、割引率が異なる商品もございます。　※表示価格は商品のみの価格で、組立費・工事費・撤去費等は別途となります。詳細はお問い合わせください。　※現地調査及びお見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。　※表示価格は2021年9月30日現在の各メーカー希望小売価格をもとに販売価格を表示しており、仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

Reform Selection
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メーカー希望小売価格 1,030,260円（税込）54%
OFF 479,000円（税込）おすすめプラン

□ サーモバス S
□ キレイサーモフロア
□ くるりんポイ排水口
□ エコアクアシャワー
□ まる洗いカウンター

40%
OFF

□ 床夏シャワー
□ 高断熱浴槽
□ アクリックススムーズ浴槽
□ 足ぴたフロア
□ 100V換気乾燥暖房機

□ ホーロークリーン浴室パネル
□ 100V浴室暖房乾燥機
□ エコシャワー（手元止水付き）
□ パーフェクト保温浴室
□ 耐震システムバス

アクリア 1616 サイズ

おすすめプラン

ミーナ 1616 サイズ

おすすめプラン

□ ファーストクラス浴槽
□ 楽湯（肩楽湯・腰楽湯）
□ 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）
□ 2WAYタッチ水栓
□ 換気暖房乾燥機

シンラ 1616 サイズ

□ うつくしフロアW
□ カミトリ名人プラス
□ LEDダウンライト
□ 換気暖房乾燥機
□ 3Dエルゴデザイン採用

□ スミピカフロア
□ スゴピカ保温浴槽 2/ エスライン浴槽
□ オートルーバー暖房乾燥機（100V）
□ フラットライン LED照明
□ W水流シャワー

おすすめプラン

every 1616 サイズ

おすすめプラン

オフローラ 1616 サイズ

おすすめプラン

毎日のお手入れもラクラク。快適なお風呂タイムが楽しめます。

メーカー希望小売価格 1,345,300円（税込）

809,000円（税込）
718,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

10%
OFF

メーカー希望小売価格 583,990円（税込）

525,600円（税込）
413,820 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン 60%
OFF

メーカー希望小売価格 1,272,150円（税込）

514,000円（税込）
323,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

27%
OFF

メーカー希望小売価格 1,767,810円（税込）

1,281,800円（税込）
891,800 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 1,315,600円（税込）

568,000 円（税込）
448,000 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン57%
OFF

※写真はイメージで、一部オプションや小物類など価格に含まれていないものもあります。　※商品のサイズ・仕様・グレード等を変更した場合は、割引率が異なる商品もございます。　※表示価格は商品のみの価格で、組立費・工事費・撤去費等は別途となります。詳細はお問い合わせください。　※現地調査及びお見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。　※表示価格は2021年9月30日現在の各メーカー希望小売価格をもとに販売価格を表示しており、仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

Reform Selection

アライズ 1616 サイズ

おすすめプラン
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□ 三面鏡
□ LED照明
□ ひろびろボウル
□ くるくる水栓

□ 三面鏡
□ 引出しタイプ
□ 流レールボール LL
□ 超節水トイレ ECO5

□ 三面鏡
□ 2 段引出し
□ ハイバックカウンター
□ 高品位ホーロー扉

□ 三面鏡
□ 片引出し
□ ハンドシャワー式
□ エコシングル水栓

□ マルチシングルレバーシャワー
 （スゴピカタイプ）
□ スリム LED3面鏡
□ くもりシャット！
□ お手入れもラクなデザインカウンター

□ 激落ちバブル
□ スキマレス設計
□ スゴピカ素材
□ トリプル汚れガード

□ 3Dツイスター水流
□ ターントラップ方式
□ ひとふき形状
□ スゴピカ素材

メーカー希望小売価格 211,860円（税込）

79,800円（税込）
56,800円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

□ 収納充実、ミラー 5枚の 3面鏡
□ 乾くん棚
□ クリアコートミラー
□ オールスライド引き出し

メーカー希望小売価格 302,500円（税込）

169,000円（税込）
159,000円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン

□ アクアセラミック
□ お掃除リフトアップ
□ キレイ便座
□ 超節水トイレ ECO5

□ トルネード洗浄
□ フチなし形状
□ たっぷリッチ洗浄（おしり洗浄）
□ 停電時安心設計

□ 収納キャビネット付きトイレ
□ ノズル先端着脱
□ アクアセラミック
□ お掃除リフトアップ

□ セフィオンテクト
□ プレミスト
□ トルネード洗浄
□ きれい除菌水

※写真はイメージで、一部オプションや小物類など価格に含まれていないものもあります。　※商品のサイズ・仕様・グレード等を変更した場合は、割引率が異なる商品もございます。　※表示価格は商品のみの価格で、組立費・工事費・撤去費等は別途となります。詳細はお問い合わせください。　※現地調査及びお見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。　※表示価格は2021年9月30日現在の各メーカー希望小売価格をもとに販売価格を表示しており、仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

メーカー希望小売価格 212,630円（税込）

121,800円（税込）
メーカー希望小売価格 248,710円（税込）

156,800円（税込）
メーカー希望小売価格 238,700円（税込）

98,900 円（税込）
43%
OFF

メーカー希望小売価格 199,100円（税込）

122,800円（税込）
99,800 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン38%
OFF

ピアラ W750

プラン内容
ファンシオ W750

おすすめプラン

7%
OFF

メーカー希望小売価格 154,550円（税込）

143,300円（税込）
121,200 円（税込）基本プランもご用意

おすすめプラン 62%
OFF

ファミーユ W750

おすすめプラン
Vシリーズ W750

おすすめプラン

44%
OFF

エポック W750

おすすめプラン

メーカー希望小売価格 276,540円（税込）

138,500円（税込）
50%
OFF

シーライン W750

プラン内容

メーカー希望小売価格 253,000円（税込）

151,980円（税込）
メーカー希望小売価格 220,000円（税込）

132,200円（税込）
40%
OFF

40%
OFF

アラウーノ S160 シリーズ
プラン内容

アラウーノV
プラン内容

37%
OFF

59%
OFF

アメージュZA シャワートイレ
リトイレ対応（ECO5）

プラン内容
ZR1
プラン内容

メーカー希望小売価格 412,500円（税込）

325,000円（税込）
23%
OFF

21%
OFF

リフォレ
プラン内容

ネオレストAH1
プラン内容

メーカー希望小売価格 299,750円（税込）

231,800円（税込）おすすめプラン
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※写真はイメージで、一部オプションや小物類など価格に含まれていないものもあります。　※商品のサイズ・仕様・グレード等を変更した場合は、割引率が異なる商品もございます。　※表示価格は商品のみの価格で、組立費・工事費・撤去費等は別途となります。詳細はお問い合わせください。　※現地調査及びお見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。　※表示価格は2021年9月30日現在の各メーカー希望小売価格をもとに販売価格を表示しており、仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

メーカー希望小売価格 234,300円（税込）

75,600
メーカー希望小売価格 368,500円（税込）

163,800

メーカー希望小売価格 160,600円（税込）

83,800
メーカー希望小売価格 275,000円（税込）

166,000

円（税込）

円（税込） 円（税込）

円（税込）

63%
OFF

43%
OFF

43%
OFF

オープン価格

73,200円（税込）
62,800円（税込）

●気になる衣類の悪臭を、ガスの温風で除去。
●パワフル温風で「モラクセラ菌」の発育を抑制。

付着カビ菌も除去する「熱
交換器加熱除菌」採用のエ
アコン。操作内容などをわ
かりやすく知らせる「音声
お知らせ」を採用。

自動お掃除

8畳用／

6畳用／

■嫌な生乾き臭をカット ■仕上がりを心地よく

■清潔乾燥で、毎日に安心を
天日干し 乾太くん全自動洗濯乾燥機

（ヒーター式）

新品タオルのように、
繊維を立ち上げふんわり。

大物の洗濯も天候を気にせずいつでも。

おふろの見まもり機能

UV除菌ユニット

●「ゆるやか浴」で体への
負担軽減！
●「入浴タイマー」で長
湯によるのぼせ対策！
●「浴室モニター」で気
づきの遅れ対策！

99.9%※以上の除菌性能
のUV除菌ユニットを搭載

●フィルター自動お掃除    ●水内部クリーン（結露水洗浄）

脱衣所や洗面所など狭いスペー
スにも壁に設置できるコンパク
トサイズ。夏場は扇風機にも！

壁掛型
遠赤外線暖房機

●次亜塩素酸で清潔除菌
●さまざまなニオイを洗浄脱臭
●空気の質を高める
　NEW加湿機能

テラスタイプ
W1690×H2030

窓タイプ
W1690×H1170

内窓

乾燥後の乾太くん本体も
ドラム除菌運転で清潔に

窓タイプイメージ

詳細は
コチラ▶

エコキュート

メーカー希望小売価格 74,800円（税込）

47,500円（税込）
36%
OFF

メーカー希望小売価格 168,300円（税込）

139,800円（税込）
17%
OFF

メーカー希望小売価格 133,650円（税込）

76,480円（税込）

メーカー希望小売価格 64,130円（税込）

36,800円（税込）131,500円（税込）

165,800円（税込）

173,800円（税込）

スタンダードタイプ 【8Kg】PDT-80

スタンダードタイプ
【5Kg】RDT-54S-SV

メーカー希望小売価格 140,800円（税込）

114,900円（税込）
18%
OFF

68%
OFF

給湯器の交換時期は10年が目安です。 住まいの環境をより快適にするアイテムをご用意。

毎日の料理が楽しくなる、IHとガスの高機能コンロをご用意しました。

メーカー希望小売価格 1,032,350円（税込）

328,000円（税込）
68%
OFF

本体：SRT-S375UA／脚部カバー：GT-L460A
インターホンリモコン：RMCB-D5SE

充実機能のハイグレード　Sシリーズ

メーカー希望小売価格 938,850円（税込）

268,000円（税込）
71%
OFF

本体：SRT-W375／脚部カバー：GT-L460A
インターホンリモコン：RMCB-D5SE

シンプルベーシック  Aシリーズ

IHヒーター
CS-G321MS

IHヒーター
CS-T316VWSR

前面スッキリで、美しさも
使いやすさもアップ。
オール上面操作のMシ
リーズ。水なし両面自動
焼きで美味しく調理でき
お手入れもカンタン。

56%
OFF

大きな鍋底も、ムラを抑え
てすみずみまで加熱。安
心設計はもちろん、お手
入れが簡単なうえに鍋
だっていつまでもキレイ
なIHクッキングヒーター。

48%
OFF

シンプルな操作で使いや
すい！基本性能を厳選し
たガラストップ。
ダブル高火力＆ダブルト
ロ火／トロ火から高火力
まで自由に調節可能！

40%
OFF

高火力、鋳物製ゴトクが
存在感ある本格派。調理
が楽しめる本格派高火力
4,510kcal/h。（左バーナー・
13Aのみ）ダッチオーブン
料理も楽しめます。

高効率ガス風呂給湯器
オート24号／壁掛け式
本体：GT-C2462SAWX-2BL

エコキュートNS

オープン価格

281,000円（税込）

XHE-NS37KQS370L 角型

エアコン CXシリーズ

ウォールヒート
CHK-C126A

レンジフード 

プラマードUマドリモ

W90㎝モデル   
ビルトインコンロ連動

次亜塩素酸  空間除菌脱臭機
ジアイーノ

ガス衣類乾燥機 乾太くん

ふろ自動・追いだき・ふろ予約・タンクの
沸き増しなどがアプリでカンタンに操作
できます。業界初「ひとセンサー」と「湯温
学習制御」によって、ふろ保温時の電気代
を最大約35%省エネ。

プラスdo
N3WF2KJTKST

ガスコンロ
ファミ
N3WT6RWTSKSI

ガスコンロ

エアコン CHシリーズ

メーカー希望小売価格 422,950円（税込）

149,000円（税込）
65%
OFF

高効率ガス風呂給湯器
フルオート24号／壁掛け式
本体：GT-C2462AWX-2BL

メーカー希望小売価格 482,130円（税込）

165,800円（税込）
66%
OFF

メーカー希望小売価格 520,630円（税込）

199,800円（税込）

高効率ガス風呂給湯器

本体：GT-C2462PAWX-2BL

フルオート24号／壁掛け式／
プレミアム除菌機能付き／アプリ連動

62%
OFF

※詳細は㈱ノーリツのホームページをご覧ください。https://www.noritz.co.jp/product/kyutou_bath/gas/

エアコン内部を
キレイにする機能を搭載。
快適機能も充実。

洗いやすさに
ひと工夫。

お手入れがさらに
スムーズ！

メーカー希望小売価格 297,000円（税込）

110,000円（税込）
S22YTCXS-W
6 畳用63%

OFF
メーカー希望小売価格 330,000円（税込）

122,800円（税込）
S25YTCXS-W
8 畳用

【～18畳】 F-MV4100-SZ（WZ）

【～12 畳】 F-MVB21-WZ

【～9畳】 F-MV11-W

メーカー希望小売価格 173,800円（税込）
141,600円（税込）

デラックスタイプ 【5Kg】PDT-52SA
メーカー希望小売価格 173,800円（税込）

141,600円（税込）

【クララモデル】 NFG9S22MSI

メーカー希望小売価格 112,200円（税込）

93,500円（税込）
17%
OFF

【シンプルモデル】 NFG9S20MSI

※ クララモデルのみ

いまある窓に内窓を取付けて二重窓に。
1窓約 60分の工事で寒さ暑さのお悩みを解消。
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※写真はイメージで、一部オプションや小物類など価格に含まれていないものもあります。※商品のサイズ・仕様・グレード等を変更した場合は、割引率が異なる商品もございます。※表示価格は商品のみの価格で、
組立費・工事費・撤去費等は別途となります。詳細は担当のリフォームエンジニアまでお問い合わせください。※現地調査及びお見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。※表示価格は2021年9月30日
現在の各メーカー希望小売価格をもとに販売価格を表示しており、仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。※本リーフレット掲載商品の有効期限は、2022年3月31日（木）までのご契約分
かつ2022年6月30日（木）までに、お引渡し可能と判断できる工事となります。※本企画は、株式会社ミサワホーム静岡リフォーム事業部オリジナル企画です。他のキャンペーン及び特典との併用はできません。

※特別価格の条件／切妻屋根1面に太陽光パネルを設置した場合の金額となります。屋根形状により設置するパネルや2面以上の設置等、箇所が変わる場合は別途見積となります。
また、蓄電池は特定負荷タイプとなります。ご契約前に現地調査をさせていただきます。

蓄電池と太陽光パネルの特別セット

蓄電池
6.50KW

太陽光パネル
3.10KW

ハイブリッド
パワーコンディショナー

4.20KW

協賛

取付施工費
仮設足場費

蓄電池＆
太陽光パネル
15年保証

特別価格 1,980,000 2022年3月31日までのご契約かつ、
2022年6月30日までのお引き渡しが条件となります。円（税込）

✚ ✚ ✚

【特定負荷とは】 事前に指定した特定エリアの電気を使用することができます。あらかじめ決めた冷
蔵庫のコンセントやリビングのTVコンセントなど必要最低限の回路のみ停電時に使用できます。

【全負荷とは】 電気のご契約内容にもよりますが、60Aもしくは10kVA相当まで、すべての部屋で電気
の使用ができるというタイプです。家中の照明やコンセントがほぼいつも通り使用できるイメージです。

ニチコン蓄電池

単機能／
特定負荷11kW

ESS-U2M1
11.1kW

1,950,000円（税込）
標準工事費込（2Fに分電盤、パワコン時は別途追加）
※非常用回路2kVAまで
　本体10年保証。 リモコン5年保証。

京セラ蓄電池

単機能／
特定負荷5kW

エネレッツァ
ESG-LM0500

1,370,000円（税込）
標準工事費込（2Fに分電盤、パワコン時は別途追加）
※非常用回路2kVAまで　本体15年保証（自然災
　害10年保証付）。 リモコン5年保証。

シャープ蓄電池

単機能／
全負荷8.4kW

JH-WB1821

断熱ドア（通風タイプ）
C09T 親子

アルミドアS11 親子

1,950,000円（税込）
標準工事費込（2Fに分電盤、パワコン時は別途追加）
※システム設置時に、15年保証（有償）、または従来
の10年保証（無償）のどちらかを選ぶことができます。

パワコン3kW パワコン5.5kW

蓄電池があれば、災害による停電時にも「ふだんの暮らし」を続けられます。

※各電化製品は消費電力量が異なるため、動作時間を保証するものではありません。200Vの電化製品については、蓄電池の種類により対応できない場合があります。

携帯電話
の充電

〈安否確認〉

冷蔵庫　

〈食料保存〉

テレビ

〈情報収集〉

炊飯器

〈調理〉

扇風機

〈室温調整〉

停電時でも、発電中なら
電気が使えます！

停電時にも
使用したい
電化製品例

※停電時に使用可能な電化製品については、諸条件によって異なります。

停電時は
どうなるの？

蓄電池で安心

上記のような電化製品を蓄電池容量(6.5KW)でまかなう場合、約20時間使うことができます。
【屋根・外壁診断】【床下診断】受付中！無料不具合を早期発見！

いつまでも健やかな住まいに。

屋根かぶせ工法

外壁かぶせ工法

『外壁かぶせ工法』は、既存の壁の上から新しい金属サイディング材
を貼り合わせるもので、一年を通じて快適な居住空間を実現します。

屋根・外壁塗装
最近では耐久性にすぐれ
たフッ素系塗料が主流に。
低汚染性能を備え、お手
入れがラクになります。

広範囲に下地が傷んでいて、
かぶせ屋根の施工が不可能な
場合や、お好みの屋根材に変
えたい場合にお勧めです。

既存を剥がさずに上から張るた
め余分な廃材を出さず、環境に
優しい工法です。また断熱効
果も期待できます。

屋根葺き替え

外壁：水性Mコートトレビアンplus ／屋根：Mコートトレビアンルーフ

ミサワホーム純正塗料 Mコートトレビアンシリーズ
MSシリーズ

電気を創る、蓄える。 住まいを一新する意匠性に優れた商材をご用意しました。

かぶせ外壁 
シャインウォール S1
シンプルで飽きのこない
意匠を実現！

屋根材 ROOGA 鉄平

ドアリモ

横暖ルーフαプレミアムS
ジョイント部の高い気密性・遮熱鋼板
と厚みのある断熱材で断熱性能が向
上。超高耐候の「フッ素樹脂遮熱鋼板」
を採用した「横暖ルーフα」の
最上位モデル。

※施工費別途切妻タイプ

9,900円/㎡（税込）
※施工費別途寄棟タイプ

10,300円/㎡（税込）

■ 高耐久な塗装処理により　　 
 変色・退色を軽減
■ 水分に強くさびにくいアルミ  
　 は、丈夫で長持ち

自宅に潜むウイルスや細菌、
カ ビ が 気 に な りま せ ん か？

除 菌

抗 菌

消臭施工

次世代型空間除菌ソリューション
「ウルトラシールド」

2LDK （～60㎡） 41,800 円 （税込）
3LDK （～80㎡） 49,500 円 （税込）
4LDK （～150㎡） 74,800 円 （税込）

※詳細はお問い合わせください。

一戸建て・マンション／金額の目安

後付けシャッター

■ デザイン通風ドア
■ カードキー、スマート
キーオプション対応可

43%
OFF

W1638×H2067
テラスタイプ

かんたんマドリモ 
シャッター・雨戸

372,000円（税込）

■ 塗膜の劣化の進行を
 止めるので長持ち
■ 雨水で汚れを洗い落とす
　 セルフクリーニング効果
■ 屋根は遮熱塗料が標準。
　 冷房費の削減効果も

重厚感、高級感、
ランダムさ。自然石の
風合いを忠実に再現。

7,800 円/㎡（税込）
施工費別途1平方メートルあたり

10,300 円/㎡（税込）
施工費別途1平方メートルあたり

超高耐久

メーカー希望小売価格 
648,450円（税込） 84,500円（税込）

メーカー希望小売価格 
147,620円（税込）

W1638×H1207
窓タイプ

71,800円（税込）
メーカー希望小売価格 
125,400円（税込）

変色退色20年・塗膜20年・赤錆20年・穴あき25年

338,000円（税込）
メーカー希望小売価格 
590,832円（税込）

安心の保証対象商品

（玄関ドア）

今ある窓はそのままに、シャッターを取付

災害対策にも！
43%
OFF

43%
OFF


