
我流生活 リフォーム夢造くん通信  ｜  2019年春号　特集「夢造くんオンラインストア3周年大感謝祭」我流生活 リフォーム夢造くん通信  ｜  2019年春号　特集「夢造くんオンラインストア3周年大感謝祭」 0401

さまざまな特典があります！
※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！
我流生活 リフォーム夢造くん通信

「ユメツウ」 vol.29／春号 
［特集］3周年大感謝祭

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

YouTube 
@yumezoukun

facebook
@yumezo

〒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〕 5%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
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月末迄月末迄

※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

［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 経費
268万円

デザイン追求適正価格

工事を職人に一括発注することなく
リフォーム夢造くんショップのスタッ
フが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
するので運搬費や中間マージンなど
の間接経費を抑え、ハウスメーカー
より大幅に経費を削減することが可
能です。

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
軸になっているとイメージされがちで
すが、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。

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、有資格の経験豊富な専門家が
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。

※表示金額は全て税抜き価格です

地域密着

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。

きめ細かな長期保証と
アフタメンテナンス

安心・信頼

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。

顧客第一主義で
お客様の満足を追求

達人「匠屋本舗」とつくる
自分らしい住まい

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

優良品質

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

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。

ライフスタイルに合わせた
高品質な家具や収納

世界中の天然無垢材
が勢揃い

「夢造くんショップ」は
地産地消でコスト大幅削減

他社ハウスメーカーが
割高の工事費になる理由

〈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。

工事費が

大幅に削減!

ハウスメーカーと
こんなに
違う!

長期保証
制度

全メーカー
対応

ローンOK

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

無料住まいの健康診断
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？

下記エリアでパートナー募集中です。
詳細はQRコードからご覧下さい。

お問合せ：TEL.0120-916-292（鴨志田）

日立市・鹿嶋市・石岡市・土浦市・
つくば市・古河市・取手市・守谷市

パートナーショップ募集

リフォーム成功例
各地のリフォーム夢造くんショップの新着施工例を一部ご紹介！

経年で水回りや床フローリング、壁ク
ロスの痛みがひどかったLDKを一新。
さらに、冬場に寒さが厳しかったお風
呂を高性能のユニットバスに変更しま
した。新しい住宅設備に切り替えた
ことで、使い勝手が良くなり快適にな
っただけでなく、節水や光熱費を抑え
ることに繋がり経済面でも安心です。

築年数：25年
施工店：茨城県・那珂店 （株）清水建設
※価格内訳はお施主様の希望により非公開とさせ

て頂きます。

25年間の経年で痛んだ水回りを
まとめてリフレッシュ！
茨城県ひたちなか市K様

Before

Before

Before

▲透明ガラスで調理中も
明るいコンロ。対面型で
も油ハネの心配がありま
せん。

▲以前は壁付L型キッチンに作業
台があったが、収納はダイニング
側で使い勝手が悪かった。

▲経年により床や壁クロスの痛み
が目立っていたLDK。

▲以前のお風呂はタイル張りで、
浴槽が大きいのは良かったが、
断熱になっておらず、お湯が冷め
やすく、浴室も寒かった。

▲

壁クロスを張り替え、床を明るめ
の色に変えてリフレッシュされた。

▲

1621サイズ（標準より少し広め）
のユニットバスに変更。断熱性
能もあり浴室が暖かくなった。

After［リビングから見たダイニング・キッチン］

After［対面型キッチン］ After［コンロ側］

After［お風呂］

夢造夢造くんオンラインストアくんオンラインストア

33周
年
周
年大感謝祭大感謝祭

激安 ! !

取り扱い
品

ますます
増加 !

リフォーム
ご相談

キッチン／トイレ／お風呂／洗面／地震対策／断熱改修／外壁／屋根／増改築／間取り変更…

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

いつでも
大歓迎！
10:00～16:00
弊社の休日をご確認の上

ご来場下さい

ご来場の方へプレゼントあり！

［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。プレゼント内容の詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

選べる２つの
買い方

1. 「商品のみ」のご購入。
2. 「商品＋取付工事」のセッ 
　 トでご注文。

日本全国
送料無料

激安価格＋
高品質リフォーム

余計なコストを排除した安
心の［適正価格］とリフォー
ム専門会社の高品質施工。

全商品、日本のほとんどの
地域に無料でお届けします。

（※離島は除く）

物を売るだけの商社ではな
く、複雑なリフォーム現場
を知りつくした会社が運営。

メーカー保証に加え、困っ
た時いつでも駆けつけ丁寧
に対応いたします。

県内初！ 老舗の
工務店が運営

アフターケアと
万全の保証

夢造くんストアの特徴

オンラインストア夢造 で 検索
オンラインストアも是非ご利用下さい！

一流ブランドの商品を激安価格で多数ご用意

【場所】
右記の夢造くん
ショップへ！

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

コシヒカリコシヒカリ
10kg10kg

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！
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ご成約プレゼントご成約プレゼント!! ご紹介プレゼントご紹介プレゼント!!

2019

vol.29

春

※写真は全てイメージです　※夢造くんストアの詳しい内容はお気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい

76%OFF最
大

6/30受付分
まで

ご家族のご家族の生活環境生活環境がが変化変化しやすい季節です。しやすい季節です。

さらに、さらに、梅雨梅雨やや湿度の高い夏湿度の高い夏に向けてに向けて

今から今から水回り水回りなどの設備をなどの設備をリフレッシュリフレッシュしませんか？しませんか？

夢造くんでは、夢造くんでは、高品質高品質の住宅設備機器をの住宅設備機器を激安激安価格で、価格で、

リフォームの専門家リフォームの専門家が工事いたします。が工事いたします。
ぜひこの機会にお気軽にご利用ください。ぜひこの機会にお気軽にご利用ください。
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※標準工事費は、古い設備機器の撤去と新しい商品を組み立て、取り付けるために必要な最低限の費用です。工事着工前に無料現場調査（現場採寸・建物診断）を行いますので、
万が一壁内や床下などの構造躯体に老朽化などによる損傷や劣化が発見された場合、その改修工事は別途お見積りとなります。予めご了承願います

ジャニス  BM
手洗い付/温水洗浄便座付/
キレイ長持ちGコート/サイクロ
ン洗浄/タオルリング＋ペーパ
ーホルダー付

スリム型（フード厚み35mm）／
W600mm／シロッコファン／
ノンフィルター／オイルトレー

スライドオープン型／食器収納
点数約5人分・37点／使用水
量10L（標準コース）

ダブルポール／竿長さ1200mm
／吊り下げ可能荷重8kg×2

壁掛型遠赤外線暖房（赤熱輻射＋
温風/夏は送風機能）／瞬間暖房／
人感センサー／ecoオート運転

モニター機能／録画機能／ハン
ズフリー／モニターサイズ2.7
型／住宅用火災警報機連動＊ 開き戸対応／オートロック／火

災警報と自動開錠など
便座ふた自動開閉人センサー／
節水68%／コンパクトボディ

布団干し専用ユニット／吊り下げ
可能荷重12㎏（布団干し18kg）

メ  108,000円

58,320円
標準工事費（別途） 24,000円

46%

OFF

屋内物干し

0203

表示価格は全て税込価格です（平成31年2月時点） 表示価格は全て税込価格です（平成31年2月時点）…メーカー希望価格 …マンション対応OK …メーカー希望価格 …マンション対応OK

「リフォーム夢造くん オンラインストア」でも商品多数あります！ オンラインストア 夢造 で 検索

＊建物や現場の状況によって施工費は変動いたします。解体費は別途お見積となります。 ＊建物や現場の状況によって施工費は変動いたします。解体費は別途お見積となります。

雨樋交換（m） 2,400円～
割れ瓦差し替え（1ヶ所） 3,150円～
表札交換 4,800円～
ドアノブ交換 4,900円～
土蔵壁直し 5,250円～
サッシクレセント交換 5,400円～
サッシ戸車交換 8,900円～
雨樋掃除 9,450円～
ブロック塀補修（m2） 9,800円～
外壁高圧洗浄 10,500円～
防犯フィルム貼り（m2） 10,500円～
割れガラス交換

（W700×H800） 13,000円～
面格子取付

（W900×H700/ アルミ） 16,000円～
ポスト交換 16,000円～
防犯カギ 24,000円～
植木剪定（1日） 25,000円～
目隠しルーバー取付

（W900×H700/ アルミ） 31,500円～
外照明取付 38,200円～
濡れ縁取付

（桧 /W1200×H350×D400mm） 45,000円～

外まわり・外構

ボールタップ交換 2,100円～
水道パッキン交換 5,250円～
排水つまり修理（1ヶ所） 5,250円～
水道管保温（m） 5,800円～
ちょろちょろ止水 6,300円～
浴室カビ取りクリーニング 6,300円～
蛇口交換（1ヶ所） 7,350円～
凍結防止帯直し（m） 7,350円～
下水洗浄 8,400円～
水漏れ修理（1ヶ所） 8,400円～
トイレ鏡（W340×H560mm） 9,600円～
給湯器修理 9,800円～
タイル補修・張替（m2） 12,000円～
ステンレス貼り（m2） 15,750円～
キッチンパネル（m2） 19,000円～

水まわり
換気扇交換 21,000円～
手洗器交換 25,200円～
キッチンクリーニング 26,250円～
シャワー水栓取付 28,350円～
浴室天井塗替え 29,800円～
流し台

（W105×H85×D60mm） 42,000円～
洗面台交換 54,000円～
ウォシュレット便座 68,200円～
ビルトインコンロ取替 84,000円～
レンジフード 96,000円～
ユニットバス折戸交換

（W700×H1800mm）
122,000円～

浴槽交換 156,000円～
浴室暖房換気乾燥機 159,000円～

コンセント交換 10,500円～
カーテンレール取付

（1ヶ所/L=1800mm/スチール/ダブル）11,000円～
畳新調（畳） 11,800円～
床ワックスがけ（8帖） 12,000円～
電気配線（1ヶ所） 12,600円～
エコカラット貼（m2） 15,000円～
漆喰壁補修（m2） 18,000円～
室内干しユニット

（1ヶ所） 21,000円～
竹フロア貼（坪） 21,000円～
ブラインド取付

（W800×H1700mm） 21,000円～
エアコンクリーニング（台） 23,000円～
TV 配線移動 25,000円～
クローゼット内棚

（W1700×D450mm） 33,600円～
床のブカブカ修理（坪） 45,000円～
カウンター造作

（W1800×D450×T30mm/パイン集成材）48,000円～

クロス貼替（m2） 1,150円～
障子張替（m2） 2,100円～
壁穴補修（1ヶ所） 3,150円～
照明器具交換（器具別） 3,150円～
クッションフロア貼替（m2） 3,150円～
カーペット貼替（m2） 3,950円～
丁番交換（1ヶ所） 4,800円～
建具調整（1ヶ所） 4,800円～
家具移動 5,250円～
畳表替え（畳） 7,350円～
珪藻土塗壁（m2） 8,400円～
ふすま張替（1枚） 8,400円～
ハンガーパイプ取付

（1ヶ所 /L=1700mm） 9,450円～
ガラスフィルム貼り（1ヶ所） 10,000円～

内装

建物の解体工事も承ります！
坪 45,000円～（木造 2階建）

記載に無い事でも

お気軽にご相談ください！

メ  77,544円

36,180円
標準工事費（別途） 34,500円

53%

OFF

メ  1,149,120円

390,960円
標準工事費（別途） 233,000円

メ  619,920円

194,940円
標準工事費（別途） 363,000円

65%

OFF

69%

OFF

メ  145,800円

69,660円
標準工事費（別途） 34,500円

52%

OFF
メ  オープン価格

52,920円
標準工事費（別途） 34,500円

メ  129,708円

32,940円
標準工事費（別途） 62,000円

76%

OFF
メ  オープン価格

70,200円
標準工事費（別途） 62,000円

メ  369,360円

93,420円
標準工事費（別途） 62,000円

74%

OFF

メ  オープン価格

23,220円
標準工事費（別途） 11,700円

メ   21,600円

18,900円
標準工事費（別途） 11,700円

13%

OFF
メ  145,800円

77,220円
標準工事費（別途） ※要相談

47%

OFF
メ  63,936円

48,060円
標準工事費（別途） 36,000円

23%

OFF
メ  181,440円

70,740円
標準工事費（別途） 36,000円

61%

OFF

メ  オープン価格

77,220円
標準工事費（別途） 36,000円

メ  オープン価格

85,860円
標準工事費（別途） 36,000円

メ  307,800円

127,980円
標準工事費（別途） 36,000円

58%

OFF
メ  25,705円

17,280円
標準工事費（別途） 14,000円

32%

OFF
メ  オープン価格

12,420円
標準工事費（別途） ※要相談

メ  73,440円

39,420円
標準工事費（別途） ※要相談

46%

OFF

加熱機器給湯設備

トイレ

食洗機

玄関

洗面化粧台 レンジフード

暖房通風機

タカラスタンダードタカラスタンダード

スーリアスーリア
電球蛍光灯/
シングルレバ
ー式シャワー
水栓

ノーリツ ノーリツ メタルトップメタルトップ
N3GQ2RVQ1/W600
ホーロートップ

パーパスパーパス

ガス給湯器 20号ガス給湯器 20号
壁掛型 GS-2000W-1
リモコン付MC-100（台所）

ノーリツ ノーリツ NEWクララNEWクララ

EPICEPIC
電子錠 N-TOUCH電子錠 N-TOUCH

パナソニックパナソニック

カラーTVドアホンカラーTVドアホン
VL-SE25K

リンナイ リンナイ 食器洗浄乾燥機食器洗浄乾燥機
RSW-404A-B

ジャニスジャニス

スマートクリーンⅢ αスマートクリーンⅢ α

昭和有機 昭和有機 お部屋で安心お部屋で安心
SH-18

TOTOTOTO
HVシリーズHVシリーズ

モリテックスチールモリテックスチール

ルームハンガールームハンガー
MRH-2W-12

パナソニックパナソニック

NEW NEW アラウーノVアラウーノV

リンナイリンナイ

ガス給湯器 24号ガス給湯器 24号
壁掛型 RUF-245SAW（A）（オート）
マルチリモコンMBC-155V（風呂・台所）

ノーリツノーリツ

エコジョーズ 20号エコジョーズ 20号
壁掛型 GT-C2062SAWX BL（オート）
リモコンRC-B001（風呂・台所）

ファーストプラスファーストプラス

DLシリーズDLシリーズ
D500/人造大
理石洗面ボウ
ル/インナーホ
ース式ハンド
シャワー水栓

コロナ コロナ ウォールヒートウォールヒート
CHK-C126A/適用面積目安～1.5坪 
/外寸W525×H204×D178mm/
質量4.5kg/リモコン付

パロマ パロマ SシリーズSシリーズ
PD-N60WV-60/W600
ガラストップ

パナソニックパナソニック

IHクッキングヒーターIHクッキングヒーター
KZ-F32AST/W600
＊IHからの取替金額です。

ハウステック  LE
I型 /W2550のみ/吊戸棚なし/D650/ステンレスシ
ンク（防振シンク・洗剤カゴ付）/ステンレス天板（銀河
エンボス）/シングルレバー水栓/3口ガスコンロ（ホー
ロートップ（水無片面焼グリル））/シロッコファンフード

ノーリツ  レシピア
I型/W2550のみ/吊戸棚付/高さを800mm、850mm、 
900mmから選択可/D650/ステンレスシンク（静音仕様・
W800・洗剤ラック付）/人造大理石天板/シングルレバー
水栓/3口ガスコンロ（ホーロートップ（水無片面焼グリル））
/ブーツ型シロッコファンフード/足元収納付

ノーリツ ユパティオ
（フル断熱プラン）

1616サイズ/断熱仕様（天
井・床・壁）/保温浴槽/ク
リーン床・壁・ドア

パナソニック 
ソシエV（フル断熱）
1616サイズ /断熱仕様（天井・床・壁）
/保温浴槽

手洗い付/温水洗浄便座付/
サイクロン洗浄でキレイ/つる
つる表面Gコート/タオルリン
グ＋ペーパーホルダー付

ジャニス

バリュークリンⅡ

標準
工期 7日

標準
工期 7日標準

工期 1日

標準
工期 7日

パナソニック

MXシリーズ
ノーリツ LT
W600/陶器洗面ボウル/一
面鏡・曇り止め付/電球蛍
光灯/シングルレバー式シャ
ワー水栓（メタルホース内蔵）/
両開き戸（奥行380mm（内
寸））/扉色は3色から選択

ステップ対面カウンター
ちょっとした置き場所ができ、配膳の受
け渡しが便利に。

クリナップ ラクエラ
（フラット）

フラット型/W2590/吊戸棚なし/
D980/アクリストン天板/ステンレ
スシンク/シングルレバー水栓/3口
ガスコンロ（ホーロートップ（水無片
面焼グリル））/Jタイプサイドフード/
足元収納付

W750/人造大理石洗 
面ボウル/一面鏡・曇り
止め付/電球蛍光灯/
シングルレバー式シャ
ワー水栓（メタルホース
内蔵）/両開き戸（奥行
420mm）/扉色はホワ
イトのみ

薄型タンクで空間広々。
水量を約58%節水!

コンパクトな奥行きで
狭い場所でもOK！

高品位ホーロー
だから丈夫で
痛みにくい！

浴室まるごと
断熱仕様！

メ  1,647,972円

561,600円
標準工事費（別途） 517,000円

メ  883,634円

269,460円
標準工事費（別途） 243,000円

メ  979,236円

361,260円
標準工事費（別途） 380,000円

システムキッチンシステムキッチン ユニットバス

ユニットバストイレまるごと

トイレ洗面台 洗面台

洗面台

壁・天井・床・浴槽
まるごと断熱

※写真はイメージです。

クロス張替え
W900×H2400×D1800mm

LED照明
AH41327L（コイズミ）

メ  オープン価格

196,650円

メ  1,230,012円

367,200円
標準工事費（別途） 233,000円

69%

OFF

トクラス Bb（プレミアム）
フラット型/W2250・W2400・W25 
50・W2700 一律価格/吊戸棚なし
/D650/シームレス接合 人造大理
石シンク/浄水器内蔵型シャワー混
合水栓/3口ガスコンロ（ホーロート
ップ（水無片面焼グリル））/サイドサイ
クロンフード/足元収納付

ハイバックレール・ハンガーアイテム
手元に小物を置けるので便利です。

クッションフロア
1.8mm厚樹脂シート

立ち上がり壁にひと工夫！
小物が多いカウンターも
使い勝手の良いキッチンに！

ママを中心に、家族がつながる対面型キッチンにチェンジ！

68%

OFF

クリナップ ラクエラ
I型/W2100/吊戸棚なし/D650/ス
テンレス天板/ステンレスシンク(TU
シンク)/シングルレバー水栓/3口ガ
スコンロ（ホーロートップ（水無片面焼
グリル））/深型シロッコファン/足元
収納付

※壁側キッチンバネル、壁造作工事費含む

※壁側キッチンバネル費含む

※壁側キッチンバネル費含む

メ  659,232円

206,820円
標準工事費（別途） 363,000円

トクラス Bb
I型 /W2250・W2400・W2550・W 
2700 一律価格/吊戸棚なし/D650/
シームレス接合 人造大理石シンク/
シングルレバー水栓/3口ガスコンロ

（ホーロートップ（水無片面焼グリル））
/シロッコファン

※壁側キッチンバネル、壁造作工事費含む※本プランに吊戸棚はつきません。

浄水器内蔵の
水栓です！

ゆったり
奥行き98mm

タカラスタンダードタカラスタンダード

スーリアスーリア
W750/ホーロー洗面
ボウル/一面鏡・曇り
止め付/まるごとホー
ローキャビネット/両
開き戸/電球蛍光灯

63%

OFF

水無片面焼グリル／全口消し忘
れ消化機能

フル天板操作／両焼きグリル
（水あり）／鉄・ステンレス対応

自動湯はり
自動追焚き
自動保温

高効率給湯
自動湯はり
自動追焚き
自動保温

W750mm
三面鏡収納
曇り止め付
引き出し戸

W750mm
まるごとホー
ローキャビネ
ット
一面鏡
曇り止め付
両開き戸

リフォーム用
手洗い有・無し
選択可（一律価格）
節水70%
トルネード洗浄

手洗い有・無し選択
可（一律価格）／温水
洗浄便座／3Dツイ
スター水流

水無両面焼グリル／グリル調理
タイマー／遠赤外線グリル／自
動炊飯／コンロ調理タイマー／
温度キープ機能

給湯専用

台所用リモコン

商品詳細

＊オプション

66%

OFF
70%

OFF

吊戸棚や立ち上がり壁がないので、
LDKに一体感をもたせ、空間が広く開放感のあるキッチンに！

立ち上がり壁があるから、調理中の手元が隠れ、
調理中の食材やシンクの洗い物を隠せます♪

I型キッチン  ＋  壁造作フルフラット型（ペニンシュラキッチン） 33周
年
周
年大感謝祭大感謝祭夢造夢造くんオンラインストアくんオンラインストア

工事費
込み!


