
屋根のリフォーム

●瓦屋根葺き替え13,650円／㎡

●板金屋根の葺き替え……4,935円（税込）～／坪
●屋根の塗り替え………10,500円（税込）～／坪
●瓦屋根の葺き替え……13,650円（税込）～／坪

外壁のリフォーム
●塗り替え（塗装）…………2,415円（税込）～／㎡
●サイディングの張り替え…14,285円（税込）～／㎡
●雨樋の交換………………2,100円（税込）～／m
●外部コーキング…………… 840円（税込）～／m

リフォーム時リフォーム時リフォーム時！！！！！！

株式会社ひのき乃工房 樹の城

職人仲間とちぎ 0120-257-266

栃木市薗部町3-17-21

受付時間は、平日の9:00～17:00まで

お問い合わせ時間は、平日の9:00～17:00まで

〒328-0074

とちぎの便利な
リフォーム屋さん

生活に不便を感じた時、エコじゃないと感じた時、
住まいに不安を感じた その時が、
生活に不便を感じた時、エコじゃないと感じた時、
住まいに不安を感じた その時が、
生活に不便を感じた時、エコじゃないと感じた時、
住まいに不安を感じた その時が、

※掲載写真は、全てイメージです。※表示価格は、消費税 5%が加算されています。ただし、2014年 3月末までに、工事が完了しない場合は、消費税率が変わります。　※現場状況により施工内容が異なるため、工事費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、解体・処分費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、解体・処分費は別途となります。

室内リフォームが気になる方は…
裏面もどうぞご覧ください。

この家も既に築10年、
さすがに壁も屋根も
薄汚れてきたし、
そろそろなんとか
しないとなぁ・・・

ちょっとした
パートタイム
と同じね♪

そうだなぁ・・・
最近の新築はみんな
ソーラー付いてるしなぁ～
2丁目の◯◯さんも最近
ソーラー付けたみたいだし、
　元が取れるように
　　なったのかな？
　　工務店さんに聞いて
　　みようか！

何年も防虫処理してないけど、
白アリ大丈夫かしら？

ブロック塀が欠けてるし、
フェンスも錆び付いて
ぐらぐらしてるなぁ！

バルコニーから
水が漏れている
みたいなの！

古い家だから
冬は寒いし、
防犯面も
ちょっと心配！

今はエコな暮らしが、
あたりまえよね！
お父さんお母さんが
建てたこの家も、
築10年。
そろそろ太陽光発電を
考えてみない？パパ！

★それなら屋根のリフォーム
はいかがですか？それと同時
に外壁のリフォームもお勧め
します。ついでに雨樋の掃除
や交換もやってしまえば、足
場は1回設置すれば済んで
しまい、とてもお得ですよ！

★それなら屋根のリフォ
　　ームはいかがですか？
　それと同時に外壁のリフォームも
　お勧めします。
　　ついでに雨樋の
　掃除や交換もやっ
てしまえば、足場は
　1回設置すれば済ん
　　でしまい、とても
　　　お得ですよ！

★確かに心配です
　よね。一度ご相
　談ください。
ご予算内で最大限の
ご提案をさせて
　いただきます。

★その他エクステイアのご相談も承ります。

だいたい8～10年で元が取れるプランニングとお見積を無料で承ります！

太陽光発電システム

サッシのリフォーム

●床下白アリ防虫処理
2,730円（税込）～／㎡

●カーポート…………………52,500円（税込）～
●フェンス・ブロック…………5,250円（税込）～

●バルコニーの防水加工
8,190円（税込）～／㎡

●1kwあたり336,000円（税込）～

●ペアガラスに交換………8,400円（税込）～／枚
●防犯ガラスに交換…16,000円～（税込）～／枚
●網戸張り替え……………3,150円（税込）～／枚
●雨戸をシャッターに交換……………41,771円（税込）～

玄関のリフォーム

外構のリフォーム

●鍵の交換…………………15,750円（税込）～
●木製扉塗り替え…………18,900円（税込）～
●断熱玄関ドアに交換…140,085円（税込）～

お見積はもちろん無料！お見積をしたからといって、
しつこい営業はいたしません。

※現場状況により施工内容が異なる
ため、工事費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費は別途となります。

お問い合わせ・ご相談はコチラまで

例えば

例えば

例えば

例えば

屋根、外壁、雨樋を同時にリフォームすれば、足場は1回の設置で済み、とて
もお得ですよ！

★ワンポイント★

★ワンポイント★

例えば

例えば

0120-257-266

2019年

   保存版

年金より
得だね！

ビックリするかもしれませんが、実は・・・
毎月の光熱費を「ゼロ」にする
太陽光発電の仕組み！！

無料見積
します

絵柄サイズ 370×257mm（輪転用B4サイズ：外側に白い印刷されない部分が約 10mmでます）



室外リフォームが気になる方は…
表面もどうぞご覧ください。

受付時間は、平日の9:00～17:00まで

お見積はもちろん

無料です！
家のことでお困り事があったら、
いつでも遠慮なく
お問い合わせ・ご相談ください。

当 社 に 依 頼 の メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト

当

◎ 腕のいい職人が直接仕事をするから安心！
◎ 地元だからすぐ対応できる！
◎ 職人ならではの提案ができる！

◎ 営業が下手なので営業費がなく安くあがる！
×口べただから営業が大の苦手！
×現場を見ないと工事費が提示できない！

0120
257-266

こだわりの職人が手がけるリフォームは、ひと味違います！こだわりの職人が手がけるリフォームは、ひと味違います！

※表示価格は、消費税 5%が加算されています。ただし、2014年 3月末
　までに、工事が完了しない場合は、消費税率が変わります。

※掲載写真は、全てイメージです。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、解体・処分費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、解体・
　処分費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、解体・処分費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、
　解体・処分費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、工事費、解体・処分費は別途となります。

この家も既に築 10 年、
さすがに壁も屋根も
薄汚れてきたし、
雨樋も枯れ葉や泥で
詰まっていそうだし、
そろそろなんとか
しないとなぁ・・・

電気屋さんに見てもら
えばいいんじゃないかい。
それより、お風呂や
洗面所が寒いのはなんとか
　ならないかなぁ・・・

うちは、白アリ

大丈夫かしら？

古くなってきたし、

冬は寒いし、

防犯面もちょっと

心配！

最近、
ビルトインの
食洗機の調子が
おかしいのよ！

IHクッキング
ヒーターに
したいなぁ！

食器や鍋などの
収納スペースが
小さくて、
置く場所に
困るのよ！

　　　★それなら屋根のリフォ
　　ームはいかがですか？
　それと同時に外壁のリフォームも
　お勧めします。
　　ついでに雨樋の
　掃除や交換もやっ
てしまえば、足場は
　1回設置すれば済ん
　　でしまい、とても
　　　お得ですよ！

★そんなお困り事を
一挙に解決できるのが、
地元の工務店です。
まずは、お困り事を
遠慮なく、お気軽に
ご相談ください。

★クロスなどは、どうしても年月が経つと汚れが目立ち、
継ぎ目が剥がれたりもしてきます。
また、家具の移動などで色の違いが目立ってしまうことも
あります。気になりようであれば、張り替えをお考えください。
最近は、健康志向ということもあり、クロスから漆喰に
リフォームする方も大変増えてきています。
　一度ご相談ください。

★ワンポイント１★

★ワンポイント 2★

システムキッチン
●入替え………420,000円（税込）～

ユニットバス
●入替え……378,000円（税込）～／坪

ウォシュレットトイレ
●入替え………81,900円（税込）～

洗面台

●クロスの張り替え………1,155円（税込）～／m
●クロスから漆喰に変更…3,465円（税込）～／㎡

●畳替え…………9,450円（税込）～／帖
●床の張り替え…7,665円（税込）～／坪

●クロスの張り替え………1,155円（税込）／㎡～

●ハウスクリーニング
2,100円（税込）～／坪

●薪ストーブ
819,000円（税込）～

●部屋の間仕切り追加
5,250円（税込）～／㎡

お父さんお母さんと

一緒に住んで

いるけど、

さすがに築 10年に

なると、あっちこっち

痛みが目立って

きたわね！

お父さん

お母さん！

水廻りの

リフォーム

するなら、

床や壁も一緒に

やらない？

それなら、ガス屋さん
に・・・(;^_^A
トイレはトイレ屋さん？
お風呂はお風呂屋さん？
洗面所はどこだろう？
　　これは困ったな！

寒いのは、お風呂や

洗面所だけじゃない

の。トイレも寒いの！

それより、ガスレン

ジも調子が悪いの

よ！

リフォームは、ある程度まとめて行った方が断然お得です。例え
ば、お風呂、洗面所、キッチンは同じ給湯器システムを使いますの
で、一度の工事で済む分、割安になるのです。
また、10年前に比べたら、トイレや食洗機は、かなりの節水タイプ
になっています。各機器もかなりの節電タイプになっていますの
で、リフォームすることでランニングコストも低く抑えられます。

　そうだね！
壁のクロスも随分
黄ばんでいるし、
畳も張り替えたいよね。
僕からは言えないから、
ママからお父さんお母
さん（義理の父母）に
　話してみてくれ
　　ないか？

　そうだな！
この際だから、
まとめてやるか！
だけど、
ちゃんと負担は
しろよなぁ (^_^)

★現物が当社に展示して
　ありますので、その
　暖かさをご体感くだ
　　　さい。（冬期のみ）

御社薪ストーブ
写真

※現場状況により施工内容が異なるため、
　工事費は別途となります。

※現場状況により施工内容が異なるため、
　工事費は別途となります。

思い切って

リフォーム
して

よかったね
！

絵柄サイズ 370×257mm（輪転用B4サイズ：外側に白い印刷されない部分が約 10mmでます）

うちのお風呂古いから、
湯船が狭くて
くつろげないよぉ！
床のタイルも冷たいし！！

洗面所も洗面用具や
化粧用具の収納が
よくなく
使い勝手が悪いわね！

壁のクロスが
黒ずんできた！
カビかな？

部屋を仕切って
分けたい！

いっそのこと
部屋まるごと
キレイにしたい！

薪ストーブにしたい！床が傷だらけ！
畳もあちこち
すり切れていて
足が引っかかる！

家具を移動したら、
壁の色の違いが
はっきり出てしまい
みっともない！

例えば

例えば

例えば

例えば

例えば

例えば

例えば

例えば

★水廻りワンポイント★

●入替え………52,500円（税込）～

うちのトイレ
水がジャンジャン
流れるけど、
もっと節水できない？

トイレ そろそろ
ウォシュレットに
したいなぁ！

キッチンが狭くて
料理がしにくい！

壁紙が
破れている！

その一つが、中途半端が嫌いなので、つい採算を度外視した仕事をしてしまうのです。その一つが、中途半端が嫌いなので、つい採算を度外視した仕事をしてしまうのです。

職人仲間とちぎとちぎの便利な
リフォーム屋さん

※表示価格は、消費税 5%が加算されています。ただし、2014年 3月末までに、工事が完了しない場合は、消費税率が変わります。　※現場状況により施工内容が異なるため、工事費は別途となります。

0120-257-266
お問い合わせ時間は、平日の9:00～17:00まで
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