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2015年◆秋冬号

0401

Tポイントが貯まる！

我流生活 リフォーム夢造くんショップで
資料請求、アンケート、
お見積り（無料）などで……

さまざまな特典あり！
※特典内容はお気軽にお問合わせください

コストコカード（個人・法人）
を見せるだけ！

検索リフォーム夢造くん

我流生活 リフォーム夢造くん通信
「ユメツウ」 vol.19／秋冬号 
［特集］快環

発行元：株式会社シーズンハウス
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-5-14　
TEL.029-231-8305　FAX.029-231-8306
制作：vangraphics

facebook:  www.facebook.com/yumezo

YouTube:  www.youtube.com/yumezoukun

＊表示金額は全て税抜き価格です
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［比較例］

建坪25坪の外・内装をリフォームした場合

-335万円

他社ハウス
メーカー

夢造くん
ショップ

研究開発費・営業経費・モデルハウス・
広告宣伝費・その他会社運営費

合計 1675万円

合計 1340万円

実質工事費 1340万円
（中間マージン含）

経費
335万円

実質工事費 1072万円 経費
268万円

ハウスメーカーと比べて

こんなに違う!

Before

工事費が

大幅に
削減 !

適正価格

安心・信頼デザイン 地域密着

他社ハウスメーカーが
割高の工事費になる理由
ハウスメーカーは、工場での部材量
産を基本としているので、ローコスト
が軸になっていると思われています。
しかし実際は、広告宣伝費・モデル
ハウス維持費・多数の営業人件費な
どが材料や施工費用に上乗せされる
ケースが多く、工事も外部の職人に
外注するので、工事費には中間マー
ジンも含まれ、やや高めの価格設定
になる場合がほとんどです。

「夢造くんショップ」は
地産地消でコスト大幅削減
「夢造くん」は、工事を職人に一括発
注することなく、夢造くんショップの
スタッフが直接責任を持って施工管
理しております。材料や設備等も現
地で調達する「地産地消」の仕組み
です。そのため運搬費や中間マージ
ンなどの間接経費が抑えられ、ハウ
スメーカーより大幅に削減すること
ができます。

困った時いつでも駆つけ、
少数精鋭で一棟一棟に丁寧
かつ迅速に対応いたします。
安心できる末永いお付き合
いをさせていただきます。

「夢造くん」の各ショップは、「顔」の見える
安心経営で地域の皆様から信頼を得続けて
います。お客様のご要望を正確にカタチに
するために、きめ細やかな対応で責任を持っ
て住まいづくりのお手伝いをいたします。

ご要望をお伺いする「リフォーム
アドバイザー」や、デザイン面を
強力にバックアップする「一級建
築士」など、夢造くんの［匠屋本
舗］では、有資格の専門家が豊
かな知識と経験を活かし、お客
様の新しい暮らし方をトータルに
コーディネイトいたします。

〈我流生活 リフォーム夢造くん〉が

お客様のライフスタイルの『夢』を私たちに教えてください。
より快適で、心地よい住まい造りのお手伝いをいたします。

絶対に夢が叶う
リフォームを！

After

Before

After

〒319-3523 茨城県久慈郡大子町袋田978
TEL.0295-72-3111（代） / FAX.0295-72-3223

www.roman-kan.jp
〈ご予約・お問い合せ〉TEL.0120-02-3662

〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881
TEL.029-267-2151（代） / FAX.029-266-2621
www.oarai-hotel.co.jp
〈ご予約・お問い合せ〉TEL.0120-67-2651

森を肌で感じる温泉郷
大正浪漫の旅の宿

碧い海と潮風が心癒やす
ラグジュアリー・リゾート

〔1泊2食付宿泊料から〕 10%割引クーポン 
各施設にお電話でご予約の際「夢造くんチラシを見た」とお申し出ください

2016年

2
月末迄

※他の割引券との併用はできません

【ご利用は６名様までとなります。】※ご宿泊当日、クーポンは切り取らずにチラシをご持参ください

1

床・壁・天井・階段材

天然無垢材と無垢に準ずる木材
を多数ご用意。お客様のお好み
の樹種をお選びください。

［参考価格］

パイン材の場合  12,960円 /m2～

施工費  2,100円 /m2～
＊樹種・数量により価格は変動いたします

優良品質

満足のオーダーメイドを実現「我流生活工房」
長年つちかった職人の技はもちろん、建材や設備も長く堅固に住まえる、プロが厳選した「夢
造くん品質」を提供しております。

オーダーメイド

お住まいのスペースやイメージに
合わせ、ご希望のサイズやデザ
インをお造りいたします。

［参考価格］

①棚付きデスク 135,000円～
②バスルーム  950,000円～
③収納棚 122,000円～
＊標準工事費含む。詳細はお問合わせください

① ③

②

省エネ診断 家屋診断
水周り診断
耐震診断

外部雨漏り診断
防犯診断

長期保証
制度

全メーカー
対応

ローンOK
無料

お庭の相談 間取り・増改築
ペットリフォーム まるごとリフォーム
健康リフォーム 介護リフォーム

お住まいについてご不満に感じている事、
お悩み事などお気軽にご相談ください！

無料住まいの健康診断 リフォームのご相談
お住まいの状態を知るきっかけです。
まずは試してみませんか？

検索リフォーム夢造くん

リフォーム
ご相談

＊写真提供：思い出浪漫館、大洗ホテル。写真は全てイメージです。

温泉宿「思い出浪漫館」  
1泊2食付宿泊券（ペア）
エグゼクティブスィート（2名様1室）

「大洗ホテル」  
ランチお食事券（ペア）
海鮮ダイニング「風和」

工事費込みで合計
金額100万円（税
別）以上をご成約
いただいたお客様
へプレゼント！

リフォーム夢造く
んを紹介された方
がご成約されまし
たら、ご紹介者様
にプレゼント！

断熱改修／バリアフリー／外壁／屋根／風呂／キッチン／トイレ／洗面／地震対策／改築／増築…

（ペア）（ペア）

2016年

2
月末迄

2016年

2
月末迄

しつこい営業は一切いたしません！ぜひお気軽にご来店ください。 リフォーム夢造くん 検索

2016年2016年

ご成約プレゼント!
2016年2016年

ご紹介プレゼント!

【場所】
右記の夢造くん
ショップへ！

［特集］

リフォームで快適な住環境を

快
かい

環
かん

リフォームで快適な住環境をリフォームで快適な住環境を

環

いつでも
大歓迎！
10:00から
16:00まで

いつでも

ご来場の方へプレゼントあり！
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キッチン
リフォーム給湯器

リフォーム

トイレ リフォーム洗面化粧台 リフォームユニットバス リフォーム

一戸最大24,000ポイントGET

ミラーキャビネットもご用
意。無機質になりがちな
洗面スペースがお洒落で
やさしい印象になります。

色は写真のミディアムブ
ラウンのほか、ホワイト、
ナチュラルが選択可。

間口775mm／陶器製オーバルボウル
／ホース引出式水栓（泡沫吐水）／美濃
焼タイルカウンター（２種から選択）／選
べる取手（ステンレス /木 /磁器）／無垢扉
（ニュージーパイン）／両開きキャビネット

ウッドワン

無垢の木の洗面台 

メ オープン価格

標準
工期1日

おそうじ浴槽…ワンク
リックで浴槽内のすみ
ずみまで、お湯と洗剤
でしっかり洗浄します。

標準
工期1日《洗面室まるごと》超特価 !

ジャニス ｜ LT
間口600mm／１面鏡蛍光
灯／曇り止めヒーター付／陶
器製ボウル

LED照明
LEDはこれまでの蛍光灯よ
りも明るくて省エネなので経
済的です！
・AH40520L コイズミ

クロス張替え

クッションフロア
水に強いので濡れても安心です。
・1.8mm厚樹脂シート

18.0万円

標準
工期1日標準

工期7日 《トイレまるごと》超特価 !

Amazon共同開発！

色は4種類！

ノーリツ ｜ LT（エルティ）
間口600mm／１面鏡蛍光灯／曇り
止めヒーター付／陶器製ボウル／扉
カラー３種から選択

大特価 ! 標準
工期2日

44%
OFF

大特価 ! 標準
工期1日

トクラス（旧ヤマハ）

Beaut SCⅢ
1616／エルゴデザイン／浴室まるご
と断熱／断熱・節湯・人造大理石浴
槽／節水型シャワー

標準
工期7日

高須産業

浴室換気乾燥暖房機
１室換気タイプBF-231SHA／24
時間換気／風量強弱切替／フィル
ターサイン／リモコン付

大特価 ! 標準
工期1日

ノーリツ

ユパティオ（家事らく）
1616／アーチドーム天井／FRP
スクエア浴槽／クリーンミラー／ク
リーン床／浴槽洗浄／自動排水栓

0203

今からでも間に合う！
冬の寒さ対策リフォーム

こだわりのリフォーム

窓からの“さむ～い冷気の侵入”を防ぐ！
“1cmきざみ”でお好みの長さに調整！

（追加加工費はいりません）

表示価格は一部を除き、全て商品のみの（税別）の価格です。

オプションでヨーロッパ風の
デザインが大人気の“ダブル
シロッコファン”をお選びい
ただけます。

キャビネットの下には特に重
たいものや、普段使わないコ
ンロやお鍋などを整理でき
る収納を備えています。

引き出しは衝撃吸収レールを
ご用意。重たいものをしまっ
てもゆっくり動き、バタンとい
う収納物の散乱を防ぎます。

シンク下の引き出しには、小
さなお子様に安全なロック
付きの包丁差しを装備。取
り外しも可能です。

カ ラダ と
コ コ ロ に
や さし い
天 然 素 材

省エネ
住宅ポイント
もゲット！

ノーリツ ｜ メタルトップ
W600／ホーロートップ／無水片面
焼きグリル／消し忘れ防止機能／焦
げつき消化機能 など

ノーリツ ｜ アイセレクト
W600／ガラストップ／ワイドオート
グリル／ダブル高火力／とろ火バー
ナー／揚げ物・炊飯・湯沸かし機能
／揚げ物温度調節機能 など

ノーリツ ｜ レンジフード
ワンタッチで開く整流板。ノンフィ
ルターなので油でギトギトになった
フィルター洗いの手間はいりません。

ノーリツ ｜ ファミ
W600／ガラストップ／無水両面焼
きグリル／グリル調理タイマー付／揚
げ物・炊飯・湯沸かし機能 など

ノーリツ ｜ レシピア
I型2550mm／人造大理石天板／ステンレス
シンク／アンダー収納／シロッコファン／ホー
ロー３口コンロ／吊戸／シングルレバー水栓

67%
OFF

GROHE ｜ スプリー90
手元で止水・吐水ができ、マッサー
ジ、ジェット、レインモードの切替が
簡単に操作できます。

ナカ工業 ｜ 補助手すり
L型600×600mm。清潔感あるプ
レーン色を基調に、手すり径は最も
握りやすいφ34mm。抗菌剤入。

三栄水栓製作所

“利楽”洗面器セット
洗面器＋高級水栓金具＋パーツ／ボ
ウルは信楽焼手洗器６種から選択
できます／立水栓

大特価 !

一戸最大3,000ポイントGET 一戸最大3,000ポイントGET

ジャニス

バリュークリン
キレイ長持ちGコート／サイクロン洗
浄／温水洗浄便座付／手洗い付

パナソニック

アラウーノS
激落ちバブル／スパイラル水流／ひ
とふき形状／スキマレス設計／オート
洗浄／オート脱臭／おしり洗浄

6.33万円メ オープン価格

三菱電機

エコキュート SRT-S46U
460L／バブルおそうじ／ハイパー給
湯／W追いだき／フルオート／ベー
シックタイプリモコン付

緊急避難セット
KA-20

三菱電機

エコキュート SRT-S37B
370L／バブルおそうじ／ホットあ
わー／W追いだき／フルオート／ホッ
トあわー用リモコン付

ナスタ
［郵便受］クオール
最大W350×H370×D35mm
までの、ちょっと大きめの郵
便物が一発でポストイン！
※受領印やサインなどが必要な
お荷物の配達はできません。

マイクロバブルで、ふろ配管を自動洗浄。

LED照明
人感センサーで自動
点灯するので、消し
忘れの心配がありま
せん。
・AH41327L コイズミ

クロス張替え
天井・壁は汚れに強
い内装材で清潔さを
保ち、さらにお掃除
もらくらく。

ランドリーセット
天井吊り下げ金具＋物干し竿＋ハンガー＋
選択バサミのセットです。

標準
工期1日

標準
工期1日

標準
工期1日

標準
工期2日

標準
工期1日

標準
工期1日標準

工期1日

標準
工期1日

標準
工期1日

標準
工期1日

大特価 ! 標準
工期2日

エマージェンシー
ツールキット ESN-16

エマージェンシー
ツールキット ESN-150

パナソニック

8.85万円メ 200,000円

一戸最大24,000ポイントGET

56%
OFF

9.81万円メ 188,000円
47%
OFF

5.44万円メ 95,000円
42%
OFF20.10万円メ 621,900円

6.66万円メ 138,000円
51%
OFF

メ 1,107,000円46.0万円
一戸最大24,000ポイントGET

58%
OFF

8,200円メ 10,000円

一戸最大3,000ポイントGET

18%
OFF

16%
OFF

35%
OFF

18%
OFF

18%
OFF 9,900円メ12,000円

1.30万円1ヶ所

メ 18,250円

一箇所6,000ポイントGET

24.91万円メ 883,500円

一戸最大24,000ポイントGET

71%
OFF

一戸最大24,000ポイントGET

4.44万円メ 110,980円60%
OFF

70.0万円

17.8万円

3.48万円メ 80,000円57%
OFF

一戸最大24,000ポイントGET

10.2万円メ 364,000円

3.7万円メ 73,000円
49%
OFF

一戸最大24,000ポイントGET

27.6万円メ 978,500円
71%
OFF

72%
OFF

3.4万円メ 108,000円69%
OFF

ウッドワン

スイージー カップボード
トリコタイプ／W1800mm／無垢浮
造り扉／扉色は３種（ホワイト、ナチュ
ラル、ミディアムブラン）／吊戸付

ウッドワン

スイージー カマチタイプ
I型2550mm／人造大理石天板／３
口ガスコンロ／シロッコファン／無垢
框組扉／オールスライドユニット

ハイテクウッド

［建具］E-style
片開き扉EG1フルセット／H2100mm
木目がエレガントさを感じさせるエコロ
ジードア。扉デザインは多数あります。

イマガワ

［建具］杉のきこりⅡ
扉W705×H1978mm（枠W760×
H2015mm）／国産杉材／無塗装（塗
装は３種から選択）／扉デザインは様々
なバリエーションがあります。

池見林産工業

［床材］桧舞台（普及品）
桧（ヒノキ）は、湿気に強く腐りにくく、
殺菌、駆殺虫作用もあるので家ダニ
などの害虫駆除に効果があります。

アルボ木材工業

［壁材］徳島杉（本ザネ・ア12）
国産杉（徳島杉）のフローリングは表
面は柔らかく、素足で歩くと心地よく、
夏はサラサラ、冬はあたたか。調湿
効果もあります

標準
工期2日
限定5台

限定3台

従来品から

58%節水!

標準
工期7日

商品代＋解体工
事費＋付帯工事
費（土間コンクリート）
＋ドア周り木工
事費＋配管改修
工事費＋電気工
事費

全部コミコミ！

雨漏り《無料》点検
突然の雨漏りや雨樋のトラブルなど、
なんでもお気軽にご相談下さい。

屋根の修理・防水工事お任せ !

エアコンは熱を作るのが一番電気を消
費します。お掃除で暖房効率をUP！ 
寒くなる前にお早めに！ 

エアコン掃除 2.3万エアコン掃除
光熱費の節減に！

12畳用1台

クリーン床…汚れがた
まりやすい溝をなめら
かに、スポンジでふき
取りやすさUP。

12,300円メ15,000円

万が一の災害の備えに…

緊急避難セット エマージェンシー

定番グッズをまとめて
バランス重視

見える所に置くからこそ
デザイン重視

エマージェンシー

豊富なアイテム数
充実パック

今ある窓

内窓

ペアガラス
（複層）

※窓の大きさによって還元されるポイントは変わります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

内窓の設置
今ある窓の内側にもう一つ窓を重ね
て二重窓にします。手軽に設置でき
て大きな効果があります。

8.1万円～
20,000ポイントGET

W800×H1800
（テラス窓１ヶ所2枚）

窓取り替え（カバー工法）
今ある窓の外枠を残して新しい窓に
一新。お家に合わせてカラーも自由
に選べます。

7.9万円～
14,000ポイントGET

W1584×H997
（腰窓１ヶ所2枚）

ガラス交換
窓枠はそのままで、ガラスを交換しま
す。短工期ででき、目的別にガラスの
性能をアップ。

6.9万円～
8,000ポイントGET

W800×H1800
（テラス窓１ヶ所2枚）

部分改修30,000ポイントGET

全体改修60,000ポイントGET

“床”の断熱化
足元の冷えを解消します。
フロアの張替え＋床の断熱化工事

4,200円～/m2
部分改修60,000ポイントGET

全体改修120,000ポイントGET

“外壁”の断熱化
建物の外側から断熱材で包みます。
外壁張替え＋断熱化工事

9,500円～/m2
部分改修18,000ポイントGET

全体改修36,000ポイントGET

“屋根・天井”の断熱化
部屋の温かい空気を逃がしません。
屋根瓦葺き替え＋天井断熱化工事

12,500円～/m2

35.52万円メ オープン価格19.80万円メ オープン価格
38%
OFF 1セット6.88万円メ 110,300円

ウッドワンのキッチンと
洗面台のセットが…

63.22万円

3.48m2 8,000円～メ オープン価格

3.25m21.20万円メ オープン価格
45%
OFF

メ 91,200円

トリコタイプ／ I型2550mm／人造大理石天
板／３口ガスコンロ（オプションで IH）／食器洗
浄機付／シロッコファン／無垢浮造り扉／ソフ
トクローズ機能／オールスライドユニット／ア
ンダーストッカー／シングルシルバー水栓／吊
戸棚付／扉色３色から選択（写真はナチュラル）

ウッドワン

スイージー 夢造くん仕様

メ オープン価格

6時間たって
も湯温2.5℃
以内の低下！

お洒落な
信楽焼製

大容量！
陶器製
ボウル

大人気の
定番商品！

寒～い冬のお風呂も
入りやすくなります！

女性的なデザイン
広びろグリル♪

汚れに強い
高機能コンロ！

おふろ配管を
自動洗浄。

さらに大容量の
460L！

ワンクリック
手元で操作♪

あれば安心！
バリアフリー

「おそうじ浴槽」
忙しい方や
ご高齢の方に
大好評！

本物の無垢なので
風合いが違う！

百年住宅のための
“侘び・寂び”建具

柔らかいので
素足にやさしい！

殺菌、駆殺虫作用で
家ダニ駆除！

陶器ボウルと
美濃焼タイル、
憧れの洗面台

木目の表情
が美しい浮
造り組扉。

食器洗浄機
が付きます！

たまにしか使
わないものを
しまっておけ
るアンダース
トッカー。

天井まで届く扉
エレガントな木目！

お手入れ簡単！
静かな運転音で
油煙をしっかり
キャッチ♪

ノーリツ

エコジョーズ 24号
GT-C2452SAWX-2BL／ RC-
B001リモコン付

大特価 ! 標準
工期1日

光熱費が
年間約
20,600円
おトク！

盗難配慮機構
（意匠登録済）

扉デザインは他にもご用意

展示品ではありません。
《新品》でこの価格 !

標準
工期2日

標準
工期2日

標準
工期1日

メ10,000円8,400円

従来比1.9倍のバブル濃度が体をじわ～っ
と包み込みます。（SRT-S37Bに搭載）

バブルおそうじ

ホットあわー

エコ
キュート

ジャニス

バリュークリン
キレイ長持ちGコー
ト／サイクロン洗浄／
温水洗浄便座付／手
洗い付

クッション
フロア
トイレ床に最適なシー
トです。汚れが付きに
くく美しさを保ちます。
・1.8mm厚樹脂シート

《新品》超特価 !

タイル風呂の
寒さから開放！ 
あったか～い！

最新のトイレは
とっても掃除が
しやすい !!洗面台が

リフレッシュ！

※写真はイメージです。セット価格にダイニングセットは含まれません。

※写真はイメージです。

扉の框デザインが
空間を引き締めます。

…メーカー希望価格 …365日24時間“緊急駆付け”サービス「おうちの救急車」プレゼント付き商品

3.2万円メ 49,500円

最大

便物が一発でポストイン！

1セット5.03万円～

やわらかくてあたたかく、
まるで森の木立に囲まれ
ているような心地よさ。
リフォーム夢造くんは、
そんな自然を感じる住ま
いをご提供いたします。




