
◆

住宅エコポイント

キャンペーンのお知らせ

☆住宅エコポイントの情報が更新されました☆

発売中！

(リクルート出版)

お求めは
書店・インターネット書店まで！

「ＳＵＵＭＯ リフォーム」に
弊社の事例が掲載されています。

雑誌掲載のお知らせ
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特集:無垢材

夏本番までもう少し！
夏バテしないよう、今から体力づくりに努めましょう。

＊ご意見・ご感想お待ちしています＊
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建物は命を守る場所　スイコウ

今回はおしゃれな間仕切り『インテリア格子』についてご紹介します。

建物は命を守る場所　スイコウ

緩やかに目線を隔てることができ、空間のアクセントにもなるインテリア格子。

工場で予めユニット部材に加工されているプレカット建材です。

施工の際の掘り込み加工等は必要なく、縦格子を天井高に合わせて切断して取付けます。
［掲載事例］
　■鉄骨３階建

　■２世帯住宅

【復興支援商品】
●被災地産品
●被災地の商品券等
●東日本大震災への義援金及び募金等

発行されるポイントのうち1/2までは、
即時交換(工事費用)およびエコ商品と交換できます。

発行されるポイントのうち1/2以上は、
復興支援商品と交換になります。

1/2まで

1/2以上

ご来館でもれなく

全ポイント＜エコ住宅の新築＞
被災地　　　：300,000ポイント
その他の地域：150,000ポイント
※被災地とその他地域で、
　発行されるポイント数が異なります。

＜エコリフォーム＞
1戸あたり300,000ポイントを上限とします。

［概要］
 １階：お父様
 ２階：息子さん
　　　 ご家族

「暮らしのハンドブック」をプレゼント！

ハンガー

構成

吊元となる
レール

レールとワイヤーをつなぐ部品

展示品を直接支える部品

ステンレス製の吊紐

フック

上下に
スライド

左右に
スライド

↓

↓

↓

↓

☆アレンジ次第でハンガーラックやマガジンラックにも☆

弊社も地域で活動させていただいている一員として、
近隣の松江第五中学校の男子生徒2名と
瑞江中学校の男子生徒1名を1月24日から27日まで迎えました。

コ―キング材の充填準備作業を体験中 モルタルの練り作業を体験中 壁紙をはがす作業を体験中

江戸川区では区の事業として『チャレンジ・ザ・ドリーム(職場体験学習)』を実施しています！

●生徒達の感想●
「大工さんの素早い動きに感動した」
「朝早くから始まる仕事で、ちょっと大変だった」

早朝(7：00)の集合時刻に遅刻することなく、生徒達は一生懸命頑張りました。  
今後も地域の子どもたちの成長に寄与するべく、微力ではありますが弊社も協力して参ります。

空間をやさしく仕切りつつ光を通して気配を感じる空間に。

シンプルでモダンな縦格子デザインはさまざまなインテリアに馴染みます。

玄関と廊下の仕切りとして リビングと畳コーナーの仕切りとして

リビングとダイニングキッチンの仕切りとして ベッドと書斎コーナーの仕切りとして

インテリア格子を使うと、お部屋の雰囲気が格段にアップします！

カラーも色々あるので、建具や家具の色に合わせて選びましょう☆

平成24年5月1日以降に復興支援・住宅エコポイントの
ポイント発行申請をするには、事前に予約が必要です。

■予約申込者■
＜エコ住宅の新築＞
「工事発注者」「住宅購入者」「販売事業者」

＜エコリフォーム＞
「工事発注者」

新情報

「トップNANOX」をプレゼント！

「暮らしのサポートサービス(ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等)」をプレゼント！

お見積りでもれなく

お見積り・ご契約の方の中から抽選で

ＬＩＸＩＬショールームには新商品が勢揃い！

暮らしを快適にするヒントがいっぱいです。

お近くのＬＩＸＩＬショールームはこちら☆

●東京総合ショールーム：江東区大島2-1-1(7/1閉館)

●葛西水まわりショールーム：江戸川区中葛西4-4-1

●足立水まわりショールーム：足立区東保木間1-4-7

■全面リフォーム

ただ今、TOTOでは システムバスとシステムキッチンを対象に
お得なキャンペーンを実施中です。

システムバス サザナＨＤ
マンションリモデルバスルームＷＦ システムキッチン クラッソ

１

SERECT１

ＬＥＤ照明

期間中、対象商品をご購入頂いた方の中でご希望の方へ
いずれかお一つプレゼントいたします！

断熱材パック

蛍光ランプから
ＬＥＤランプへ
グレードアップ！

◆２
壁・天井も断熱材入りに
グレードアップ！

お掃除らくらくグッズ◆３

◆１ つま先らく押し
水栓スイッチ

◆２ 浄水器

足元でらくらく
水の出し止めができる
機能を追加！

ビルトインタイプの浄水器機能を追加！

◆３ ゼロフィルターフード
シロッコファンから お手入れらくらくな
フィルターのいらないフードに
グレードアップ！ご注文期間　

２０１３年 ９月３０日まで 詳しくはぜひお問い合わせください！

消費税率の引き上げについて

２０１４年４月１日から、消費税率の引き上げが実施される予定です。

[ 2014年4月1日 ]
８％→１０％

[ 2015年10月1日 ]
５％→８％

※ 2013年5月時点での情報です。情報は変更になる可能性があります。リフォーム等の時期と適用される税率の関係

５％税率が適用されるには…

2014年３月31日までに
建物のお引渡しが完了すれば

消費税は５％

2013年9月30日までに
請負契約が完了すれば

消費税は５％

2013年10月

2013年10月

2014年4月

2014年4月

引渡し

引渡し請負契約

2014年3月31日までに引渡しが完了しなくても
消費税５％が適用されます。

★ また、請負契約が2013年10月以降の場合でも、
　引渡しが2014年3月31日までに完了すれば
　消費税は５％となります。

今回はおしゃれな間仕切り『インテリア格子』についてご紹介します。

今回は天然の風合いが魅力の『無垢材』についてご紹介します。

無垢材とは...

無垢材とは、合板や集成材ではなく一本の原木から直接必要な形状で切り出した木材のことです。
天然木本来の質感・風合いに魅力があり、化学物質を含まない自然素材としても注目されています。

タモ

アカシア メープル

ヒノキ

ウォールナット スギ

シルバーパイン etc...

アッシュ

床だけではなく、
壁や天井に貼る材料もあり、
お部屋のデザインのポイントに
取り入れるのもおすすめです♪

「塀で囲われていて閉鎖的なイメージから
　オープンで明るいイメージにしたい。」

無垢材の特徴は他にも、
断熱性や抗菌・防虫効果、
木の種類によってそれぞれ異なる
香りなどがあります。
また、時間の経過とともに
住む人と木材が馴染んでいく経年変化は
無垢材ならではの魅力です。

【 調湿性 】

リクルートホールディングス出版

【 肌触り・木のぬくもり 】 【 重厚感・経年変化 】
湿気の多い季節は湿気を吸収、
乾燥する時期は湿気を放出し、
住空間を快適に保つ助けに
なってくれます。

触った際の感触の気持ちよさも
無垢材の特徴です。合板に比べて
ほんのり温かみを感じることができ、
木のぬくもりのある仕上がりに
なります。

本物が持つ重厚感も無垢ならでは。
また無垢材は、年月が経つにつれて
味わいが増していきます。
住めば住むほど愛着が湧く
住まいになることでしょう。



今回の料理

お客様

イベント＆カレンダー現在 工事中の物件

現場見学可能です！ご連絡下さい（担当：原・向井）

次号の特集は「ガラスブロック」です。お楽しみに！　　

このほかにも工事中物件はまだまだあります！

増殖中♪

夢つくります　スイコウ 夢つくります　スイコウ

建物は命を守る場所　スイコウ

夢つくります　スイコウ
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新築、リフォーム物件
耐震補強物件

作成者：工藤
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建物は命を守る場所　スイコウ

公共工事物件
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本社

～6/2（日)　デザインあ展 場

初夏の果実がさわやか♪初夏の果実がさわやか♪

FRI SAT

SAT

大安

26

30

〈今回は浦安市 Ｍ様邸の外構工事です〉

外構
リフォーム

◆リフォームの感想◆
「無駄なスペースがなくなり、広々としたＬＤＫになって大変満足しています。
　実家のリフォームを見ていたこともあり、安心してお任せできました。」
　

before

2927 28

2

お客様の声

大安

31

7/20（土）～21（日)　金魚まつり 行船公園場

１部屋の玄関・水周りを撤去して９帖のＬＤＫにしました。
寝室があるもう１部屋とは内廊下で行き来できるようになりました。

大安

海の日

21_21 DESIGN SIGHT
(東京ミッドタウン内)

これまでは１Ｋを２部屋
使って生活していました。

UB内にトイレと洗面がある3点式から、
トイレを独立させました。

対面キッチン

Ｋ様邸　改修工事

葛飾区　6月完成

7

6 JUNE
水無月

JULY
文月

夏至

ロンドン

五輪開幕

父の日

10：00～18：00
(22日は16：00)

◆リフォームのきっかけ◆

以前、Ｕ様ご夫婦と次女様ご夫婦が住むための２世帯住宅へのリフォーム工事を弊社にご依頼いただいたご縁で、

今度は隣のアパートにお住まいの長女様のお部屋のリフォームをすることになりました。

１部屋分の
使っていない
キッチンや
ＵＢが無駄な
スペースに…

ＬＤＫ ＵＢ トイレ

Ｏ様邸　マンション改修工事

葛飾区　6月完成

Ｈ様邸　改修工事

葛飾区　5月完成

Ｉ様邸　改修工事

市川市　7月完成

Ｙ様邸　改修工事

市川市　5月完成

Ｍ様邸　改修工事

江戸川区春江町　6月完成

Ｏ様邸　改修工事

江戸川区西瑞江　7月完成
Ｕ様邸　改修工事

江戸川区一之江　5月完成
Ｍ様邸　耐震補強工事

江戸川区江戸川　7月完成

都営アパート耐震改修工事

江戸川区中央　8月完成

 after

 after

 before

２本の木をシンボルツリーとして残し、
すっきりと開放感のある外構になりました。

曲線を描いて玄関へとつづく石畳。

曲線を描く石畳が玄関へとつづきます

枕木は風合いを再現した
コンクリート製のものを
使用。腐食の心配が
ありません。

ジョリパット仕上げの塀が
お家の雰囲気とぴったりです。

玄関へつづく石畳は曲線を描いています。

塀と樹木に囲われていて、
閉鎖的な印象。

甘夏ビネガー

2～3日目からが飲み頃です。

水で薄めてドリンクにしたり、

シャーベットにしてもおいしい

果実酢です。

初夏の果実で♪

Ｔ様邸　外構改修工事

浦安市　6月完成

11：00～20：00
（火曜日休館）
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1１　 甘夏は外皮をむき、

　　 厚さ1cmくらいの輪切りにし、

　　 大きいものはさらに半分に切る。

２　 保存ビンに１を入れて

　　 はちみつ240gを加え、

　　 りんご酢を 1・1/2 カップ注ぐ。

３　 ふたをし、ビンをゆすって

　　 液をなじませる。

　　 なじんだら冷蔵庫に入れる。

甘夏ビネガー

作 り 方

材  料

◆リフォームのきっかけ◆

◆リフォームの感想◆

「リフォームは、初めてで少し不安でしたが、
　細かくアドバイスをして下さって
　とても素敵な仕上がりになった事、
　大変嬉しく思っています。」

「耐震補強を含む、全面リフォームを希望。
　合わせて、間取りや内装も
　好みのデザインにしたい。」

リーフの　　 
オーナメントが
アクセントに。

「塀で囲われていて閉鎖的なイメージから
　オープンで明るいイメージにしたい。」

・甘夏　   …　2個

・はちみつ …　240g

・りんご酢 …　1・1/2カップ

「色々な要望に対して
　様々な情報と提案を頂きました。
　玄関アプローチからガーデンまで
　一新され、ガーデニングに夢が膨らみ
　これからが楽しみです。」




