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賢い選択

中古住宅を購入して快適リフォーム！！

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

職人さん大募集
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

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 ! ! 

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。

輸入住宅・２×４住宅

【 当 社 施 工 例 】

リノベーション !!

千葉県 我孫子市 T邸

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 ! !

輸入住宅や２×４住宅のリフォームでお悩みの方 ! !

茨城県 坂東市 小林畜産

千葉県 我孫子市 Ｋ邸

■ ■ 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）

★ 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。

千葉県 我孫子市 Ｕ邸

茨城県 牛久市 Ｔ邸

ジェイ・ヒルの近作を展示・販売

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
使いや表情で表現し、世
代を超えて多くのファンに
親しまれる注目の画家。

守谷・松前台本店にて展示

終活？ いえ！ セカンドライフの始まりです！

重たい物やゴミ、何でもお片付けいたします。

家具の移動や物置・工作物の解体撤去など何でもご相談ください。

< 電気製品 > < 家庭用品 >

< その他 >

不要品お引き取りのお問い合わせ 担当 針替 090-4022-4655

鈴木商会 茨城県坂東市岩井5205-18 古物商許可番号 第401260001116号

中古住宅買い取りのお問い合わせ 担当 山崎 090-9852-0210

（有）ラ・ピーク 埼玉県春日部市栄町3-73-1 宅建業 埼玉県知事免許（2）第21993

中古住宅、是非お譲りください ! !
お住まいにならない住宅の買取をいたします。

お子さんが成長し家を出て行き夫婦二人きりの生活。少しは家が片付きスッキリすると思いきや
むしろ以前より物が増えて収拾がつかない。そんなお話をよく伺います。
ご高齢のご家庭では2階にある重たい家具を降ろすのにも一苦労。片付けたい気持ちがあって
もそれを考えただけでうんざりする、というのが現実ではないでしょうか？
身辺が片付けば頭の中も整理され、気力溢れた新しい生活が始まります。
家具の移動はもちろん、家具、生活雑貨、そしてゴミに至るまで不要なもの処分のお手伝いを
いたします。また、生活におけるご不便やお困り等があれば何でもご遠慮なく相談ください。

少子化により、親から引き継いだものの管理が行き届かない空き家が社会問題になっています。
住まないまま放置され傷みの進んだ住宅が後を絶ちません。住むにしても、貸すにしても莫大な補修費用
が掛かり、更地にして売却するにも相当な解体費用を要します。
ならば目の前の問題に目を背け当分はそのままにしているしかない・・・ というのが実情のようです。
とは言え何もしなくとも固定資産税がかり、平成27年の空き家対策特別措置法により老朽化し危険な建物
では固定資産税が6倍にもなることを考えると早めの対策が必要です。
限りある資源、たとえ古くても壊すだけではあまりにももったいない。
それを少しでも活用するため、私たちはNPO法人協力のもと中古住宅の再生に力を注いでいます。
管理にお困り、またはお住まいになられない中古住宅、マンション等あれば是非お声かけください。

他何でも 他何でも

他何でも

千葉県 我孫子市 K邸



アルテモーダ

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

<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。

阪神淡路大震災レベルの振動実験での
住宅の揺れ幅を比較

ガルコン 制震住宅 揺れ幅6.6cm 
他社 耐震住宅 揺れ幅14.2cm 

制振金物 ガルコンで安全な住まいを！！

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

DVD差し上げます

東京ブース 守谷 大山公園前 アネックス 守谷 松前台 本店

上記価格は、屋根と外壁の両方の工事を含みます

ここが、違う !!

1. 雨樋塗装工事 2. 雨戸塗装工事 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

＜ 高品質な屋根・外壁塗装工事を安心価格で ! ! ＞

外がきれいになったなら、お家の中もスッキリ !!
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。

地震に耐える!!これからのリフォーム

※皆様には完了時に施工過程の写真を差し上げ
ております。 施工記録としてお役立てください。

※ ご希望の方に300角輸入タイル、モザイクタイ
ル、無垢フローリングの端材を差し上げます。
建築現場で余った材料ですが、ＤＩＹ他色々な使
い方が可能です。
お気軽にお声かけください。

前沢さん小島さん 親方 内田さん

私たちが塗りました !!

茨城県 守谷市 グルーム・ヘアファクトリー

茨城県 つくば市 Ｍ邸

茨城県 常総市 Ｏ邸

リメイク チェアを楽しもう !!
アーティスト“Aya”が手がけるリメイクチェアをお楽しみ下さい。

他社のオプション工事は当社の標準工事です

ここも、違う !!上記金額は、総2階30坪を基準にしています。
また、別途消費税がかかります。

御高齢者様宅の家財整理のお手伝い

Aya 古い椅子や家具を独自のファンタジーな世界で再生する家具のリメイクアーティスト
一つとして同じ物がない彼女の豊かな作風は多くのファンに親しまれています。

ア ヤ

世界に一つ !!『ミニマム』という言葉を超えた本格的小空間！！

タイニーハウス

“Tiny House “ （タイニーハウス） それは思想を持った小さな知的空間です。
使い方は色々。書庫を兼ねた書斎、研究室、工作室、パーティールーム等の趣味的空間や小オフィスに。
また防音等の施工を加えればピアノ室や音楽室、シアタールームとしての利用も可能です。
タイニーハウスのコンセプトは今までの簡易的小住宅とは異なる真の快適空間の創造です。
もちろん住宅としてのスペックを充分に確保しています。
小宇宙にロマンを持ち続ける“大人のための真の遊び場”、まさに“知的創造空間”と言えるでしょう。

“ 思想を持った小さな家 ”

茨城県 守谷市

誰もが憧れたであろう自分だけの小さな
空間。 子供のころの夢、今なら叶えられ
るかもしれない・・・
軽自動車1台分でその夢を叶えたい！
そんな思いからタイニーハウスは生まれ
ました！

リタイアメントハウス 完成 !!

平屋で暮らす安全・快適な住まい

我孫子市 W邸

防犯・耐震・断熱にこだわった家


