輸入住宅・２×４住宅

リノベーション !!
【 当社施工例 】

輸入住宅や２×４住宅のリフォームで
お悩みの方 ! !

輸入住宅を手がけて30年を越す
当社に是非お任せ下さい ! !
■ ■ ■ 水廻り パッケージプラン ■ ■ ■
水廻り4点セット（キッチン・浴室・洗面化粧台・トイレの一新）

賢い選択
当社施工

茨城県 守谷市

千葉県 我孫子市 K邸

中古住宅を購入して快適リフォーム！！

美容サロン グルーム・ヘアファクトリー ご予約は、0297‐48‐0858 まで

親方 内田さん
小島さん

★ カスタム仕様 170万円 ★ ヴィンテージ仕様 225万円
※カスタム、ヴィンテージとも洗面所、
トイレの床のCFシートと壁クロスは張替えます。
(上記の価格に別途消費税がかかります)
※下記の無料点検サービスも併せて行います
●白蟻被害の確認点検 ●屋根・外壁・雨樋・基礎の劣化調査
●遠赤外線サーモカメラによる雨水浸入点検

前沢さん

■ ■ ■ 500万円パッケージプラン ■ ■ ■

Befofe
茨城県 つくば市 H邸

上記の水廻り（キッチン・浴室・洗面化粧台・トイレ）の設備の一新と
LDKの改修がセットになったお得なプランです。

Aftef

グルーム・ヘアファクトリーさん、私たちが塗りました ! !

当社施工

茨城県 守谷市 O邸

中古住宅を購入して快適リフォーム！

中古住宅を新築以上に！！

～設備や内装を自由に選んで住む～

700万円の中古住宅を購入して
600万円のリフォーム！！

中古住宅を購入する前に当社の担当者と中古物件を一緒に見ます

千葉県 野田市 K邸
アーキヴィジョンは中古住宅の
再生を応援しています
ご利用のない空き家を当社が再生 ! !

まるで新築！！

建物の状態は大丈夫だろうか？ 耐震性は？ 構造は？
リノベーションのご希望をお伺いいたします

After

＜ローン返済 シュミレーション＞

床下点検、バルコニー防水点検、簡易耐震チェック

（有） アーキヴィジョン
1300万円の借り入れの場合
Architect Office
0.625％) ボーナス返済なし
〒302-0127 茨城県守谷市松が丘 6‐3‐6 (35年返済・金利提携金融機関金利
ご購入の決定（契約等にお立会いいたしますのでご安心ください）
Before
ARCHIVISION
& ARTEMODA
Tel
0297-45-2615 Fax ： 0297-45-2617 毎月均等返済
：ご購入後、入念な打ち合わせを行い工事に入ります
34,469円
（月々のご返済はアパートのお家賃並み）
http://www.archivision-inc.com
（当社は地元職人直営ですのでコストと品質に自信があります）

不具合場所の解決方法の検討、デザイン提案、見積などをご覧いただき、
購入の可否のお手伝いをいたします（こちらまでは無料です）

千葉県 柏市 Ｂ邸

設計事務所

中古住宅探しから始める家づくり
新築に比べて大変割安なうえ、
自由にカスタマイズできます
中古物件探しています。

アルテモーダ

職人さん大募集
1‐20‐1
〒302-0127 茨城県守谷市松前台
大工さん、左官屋さん、板金屋さん他、
腕に自信のある職人さん、大募集です
Tel ： 0297-46-0297 Fax ： 0297-46-3939
アーキヴィジョン
守谷・松ヶ丘展示場
アーキヴィジョン 守谷
http://www.artemoda-net.com

＜ 高品質な屋根・外壁塗装工事を安心価格で ! ! ＞

心象風景画家

ジェイ・ヒル

の近作を展示

アメリカ、オレゴンを拠点として活動する絵画及び造形アーティスト。
人間の心象風景を小動物をモチーフとして独特の色使いや表情で表現する。
キャンバスはほとんど使用せず、ラーチ合板に直接アクリル樹脂ペイントで
描く技法は、氏特有の大胆な構図にマッチし、そのラフな仕上がりに新しい絵画
のスタイルを予感させる。世代を超えて多くのファンに親しまれる今注目の画家。

ここが、違う !!
1. 雨樋塗装工事 サービス 2. 雨戸塗装工事 サービス
違い １

上記価格は、屋根と外壁の両方の工事を含み、別途消費税がかかります。
また価格は、30坪総2階の建物が基準にしています。

3. 既存エアコンテープ巻き直し サービス

4. コロニアル屋根の結露防止材、タスペーサーを標準施工

5. 職人の技術と笑顔

外がきれいになったなら、お家の中もスッキリ !!
違い 2

せっかく外回りがきれいになったのに、お家の中が片付かない・・ そんなお悩みをよく聞きます。
ご年配の家庭では要らなくなったタンスや家具を2階から降ろしたり、また自力で移動し処分できないことが原因でした。
そんなわけで・・・
不要家具の処分をお手伝いいたします !! （移動・処分費等はいただきません）
ただし、ボランティアの一環としての作業のため、50歳以上の方のお住まいに限らせていただきます。
尚、移動処分後の清掃はご自身でお願いいたします。

■ 浴室・デザインリフォーム ■
＜ 檜の匂い薫る趣ある浴室 ＞

■ これからの耐震リフォーム工事 ■

■ リタイアメントハウス ■

制振金物 ガルコンで安全な住まいを！！

平屋で暮らす安全・快適な住まい

ローコストで出来る断熱パネル方式
従来の『剝すリフォーム』から『剝さない断熱リフォーム』

完成 !! 我孫子市 W邸

★外壁断熱：外断熱方式、内断熱方式が選べます。
★天井断熱：ロックウールまたは発砲断熱を選べます。
★シングルガラス：省エネペアガラスまたは既存のサッシ
＋樹脂サッシの選択が漢方です。
★屋根：二重屋根通気工法により夏の暑さを防ぎます。

今では数少なくなったタイル壁で作られた在来の浴室。
ユニットバスへの交換をお考えの方も多いと思います。
確かにメンテナンスも楽そうで現代風のデザインが魅力です。
◆

◆

<地震の揺れをおよそ50%吸収>

◆

特殊粘弾性体が地震による
振動エネルギーを吸収します。
それによって、実際の建物の揺れ幅を
50%ほど抑えることが可能です。

しかし、「何かちがうな？」とか、「少し物足りなさを感じる・・」ならば、
素材やデザインにこだわる浴室リフォームはいかがでしょうか？
◆

◆

守谷、松前台本店に展示 (案内図参照） 販売も行っています

◆

檜の壁、自然石や輸入タイルで覆われた趣のある浴室。
誰しもが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか？
お奨めしたいのは、古さの中に醸し出される温もりある空間です。
無機質なユニットバスを設置するだけで100万を超すなら、
せめてその半分で・・という思いから今回の企画をいたしました。
檜の匂い薫る、温もり溢れる空間で、
一日の疲れを癒してみてはいかがでしょうか！

防犯・耐震・断熱にこだわった家

ゴミが出ないからローコスト！

阪神淡路大震災レベルの振動実験で
住宅の揺れ幅を比較
ガルコン
他社

＜案内図＞

制震住宅 揺れ幅6.6cm
耐震住宅 揺れ幅14.2cm

＜ 限定価格 ＞

540,000円

リタイアメントハウス 参考プラン

（税込み）
標準プラン
1616（１坪タイプ）
※浴槽は既存浴槽をクリーニ
ングし再利用を行います。
※シャワーカラン・照明・ミラー
・手摺等は再利用いたします。

※見て、知って、納得！ 耐震・制振・安心！ DVD差し上げます。

アーキヴィジョン東京ブースでは、モルタルアートの
実例を展示いたしております。
ご予約制でご覧いただけます。
都内のお客様はこちらでの打ち合わせも可能です。
東京スカイツリー線、西新井駅下車徒歩3分
東京ブース

アルテモーダ

守谷 大山公園 アネックス

■ 断熱リフォーム工事 ■

〒302-0102 茨城県守谷市松前台 1‐20‐1
Tel ： 0297-46-0297 Fax ： 0297-46-3939

守谷 松前台 本店

