
51-54H ハイルーフポリカ

R屋根600タイプ /関東間2.0間×6尺/デッキ仕様
（塩ビ） /3方掃出し/ガラス組込み有/網戸付/屋根材
ポリカ/ステップ /吊り上げ型調整式竿掛け標準2本入り

R屋根600タイプ /関東間2.0間×6尺/デッキ仕様
（塩ビ） /3方掃出し/ガラス組込み有/網戸付/屋根材
ポリカ/ステップ /吊り上げ型調整式竿掛け標準2本入り

２間 ×６尺 XH500２間 ×６尺 XH500

ひとと木2ひとと木2レボリューAレボリューA

万円46 .5
万円7 .7

万円12 .7
R 屋根 600 タイプ / 関東間 2.0 間 ×6 尺
標準柱タイプ / 屋根材ポリカ /
吊り上げ型調整式竿掛け標準 2 本入り

R 屋根 600 タイプ / 関東間 2.0 間 ×6 尺
標準柱タイプ / 屋根材ポリカ /
吊り上げ型調整式竿掛け標準 2 本入り

晴れもようⅢ晴れもようⅢ

059-332-1313
建設業　国土交通大臣許可（特 - 24）第21419号　宅地建物取引業　三重県知事（1）第3310号〒510-0815　三重県四日市市野田一丁目8番 38号

http://www.azuma-mie.co.jp/

アズマのリフォームでアズマのリフォームで
のリフォーム

AZUMA     Reform

のリフォーム
AZUMA 　　Reform

お家をチェンジ！！お家をチェンジ！！

55万円~
（
税
別
）

（
税
別
）

外 壁 塗 装外 壁 塗 装
テ リ ア

エ ク ス
テ リ ア

エ ク ス
30 坪30 坪
足場、 高圧洗浄、 養生含む 70万円~ （

税
別
）

（
税
別
）

30 坪30 坪
足場、 高圧洗浄、 養生含む

外壁塗装と

エクステリアの

リフォーム提案

外壁塗装と

エクステリアの

リフォーム提案

リフォームローンリフォームローン
ショッピングクレジットは当社指定の信販会社との三者間契約となり審査がございます。
お申込者は、信用情報機関に信用情報が登録・照会され、利用されることに同意していただきます。
ご利用金額は税込10万円以上300万円未満に限ります。※お支払回数は金額によって異なります。

玄関ドア

取替工事
玄関ドア

取替工事
玄関ドア

取替工事
玄関ドア

取替工事

おしゃれな玄関で
お客様を迎えます
おしゃれな玄関で
お客様を迎えます

勝手口ドア

取替工事
勝手口ドア

取替工事
勝手口ドア

取替工事
勝手口ドア

取替工事

冬は暖かく、 夏は涼しく
防犯も優れた勝手口
リフォーム！

冬は暖かく、 夏は涼しく
防犯も優れた勝手口
リフォーム！

自己診断
  チェックシート !!
自己診断
  チェックシート !!
チェック合計が３つ以上の方は
今が塗り替えの時期です！

チェック合計が３つ以上の方は
今が塗り替えの時期です！

施工例

壁
面

施工例

屋
根

Before AfterBefore After

触ると白い粉が
手に着いちゃう！

うわあ、 塗装に
ヒビが入ったよ！

中の素材が
痛んじゃうよー！

色褪せ ひび割れチョーキング現象 塗装がはがれる

汚くなって
きちゃった

建物は 塗料の膜によって色彩を与えられると同時に、

紫外線や雨風、 熱などの影響から保護されています。

外壁塗装は建物の身代わりになるために施されているのです。

塗装が劣化して寿命が尽きる前に再び塗装を施すことに

よって建物自体を長く使うことができるのです。

外壁塗装の塗り替え外壁塗装の塗り替えどうして
必要？

お客様の声
以前より大手外壁メーカー（数社）から塗装のセールスがありましたが、

今までつき合いがなく何となく話を進めることができませんでした。

東の担当者さんは、塗装代金もすぐに出していただき、わかりやすく

安心感もありました。工事中は毎日足を運んでいただき作業内容を

常に把握していただいていて信頼できました。

塗装業者の方も仕事熱心な方でよかったです。仕事が早くとても丁寧。

当初決めた色に手を加えていただき、こちらのわがままも気持ちよく

聞いてくださったりと、とても満足のいく仕上がりになりました。

東産業さんに頼んでよかったです。

アクリルシリコンアクリルシリコン フッ素フッ素

□ ツヤが落ちてきた　□ 塗装がはがれてきた
□ 触ったら手が白くなった 　
□ 色があせてきた　□ 築 10 年ほど経っている
□ ハウスメーカーから勧められている

テラステラステラステラス ウッドデッキウッドデッキウッドデッキウッドデッキ

カーポートカーポートカーポートカーポート

YKKレイナツインポートYKKレイナツインポート

万円22 .6

YKKレイナポートグランYKKレイナポートグラン
1台用カーポート1台用カーポート

万円10 .6
①51-24H ハイルーフポリカ①51-24H ハイルーフポリカ

2 台用カーポート2 台用カーポート

エクステリアは商品のみの価格で別途工事費が必要となりますエクステリアは商品のみの価格で別途工事費が必要となります外壁は 10 年から 15 年が塗り替え時期です！！外壁は 10 年から 15 年が塗り替え時期です！！外壁は 10 年から 15 年が塗り替え時期です！！外壁は 10 年から 15 年が塗り替え時期です！！

お困りごと解決します！
お困りごと解決します！
お困りごと解決します！
お困りごと解決します！

門扉、ポスト、表札、フェンスの取替や

テラス、カーポートの

　　　　　　　　　　　　なども

東産業にお任せください!!

21 .5
万円～万円～25 .9

カバー工法カバー工法

エクステリアと一緒にドアのリフォームもいかがですか？

工事費

込み
工事費

込み
工事費

込み
工事費

込み

三協アルミ

YKK　AP YKK　AP

三協アルミ 三協アルミ

ポリカ板、波板の張替
ポリカ板、波板の張替

②51-27H ハイルーフポリカ②51-27H ハイルーフポリカ

万円11 .5
③51-30H ハイルーフポリカ③51-30H ハイルーフポリカ

万円13 .9



※掲載商品は本体価格です。標準工事費が別途必要になります。　※当広告は、すべて消費税抜き価格です。※掲載商品は本体価格です。標準工事費が別途必要になります。　※当広告は、すべて消費税抜き価格です。

一体型シャワートイレ
（フチレス）
一体型シャワートイレ
（フチレス）

温水洗浄便座 貯湯式タイプ温水洗浄便座 貯湯式タイプ

万円29 .9

KシリーズエクストラKシリーズエクストラ
温水洗浄便座パワフル洗浄モデル
オートフル開閉付
温水洗浄便座パワフル洗浄モデル
オートフル開閉付

２ １ ３ ３

メーカー希望小売価
171,100 円（税別）
メーカー希望小売価
171,100 円（税別）

ビューティ・トワレビューティ・トワレベーシアハーモLベーシアハーモL

１

メーカー希望小売価格 857,000 円（税別）メーカー希望小売価格 857,000 円（税別）

メーカー希望小売価格
196,000 円（税別）

メーカー希望小売価格
196,000 円（税別）

アメージュＺアメージュＺ
シャワートイレ リトイレ
（フチレス）
KA21付

シャワートイレ リトイレ
（フチレス）
KA21付

２

メーカー希望小売価格
204,600 円（税別）

メーカー希望小売価格
204,600 円（税別）

エアコンエアコン
商品+工事費込
リモコン付き
商品+工事費込
リモコン付き

エコキュートエコキュート

メーカー希望小売価格 940,000 円（税別）メーカー希望小売価格 940,000 円（税別）メーカー希望小売価格  オープン価格メーカー希望小売価格  オープン価格

リモコン、
カバー付き
リモコン、
カバー付き

〈給湯ユニット〉〈給湯ユニット〉

〈ヒートポンプユニット〉〈ヒートポンプユニット〉

メーカー希望小売価格
1,231,200 円（税別）

メーカー希望小売価格
1,231,200 円（税別）

本体間口 255cm本体間口 255cm

調理しやすい収納豊富な
システムキッチン
調理しやすい収納豊富な
システムキッチン

２

メーカー希望小売価格
1,512,500 円（税別）

メーカー希望小売価格
1,512,500 円（税別）

本体間口 255ｃｍ本体間口 255ｃｍ

インテリアの美しさを備え、
使いやすさにこだわった
システムキッチン

インテリアの美しさを備え、
使いやすさにこだわった
システムキッチン

２

本体間口 255cm本体間口 255cm

２

システムバスルーム アライズ
1216 サイズ

システムバスルーム アライズ
1216 サイズ

AriseArise

RELAGERELAGE
システムバス レラージュ

1616（１坪サイズ）
システムバス レラージュ

1616（１坪サイズ）

ゆったり過ごせる
上品なアクリル人造大理石
浴槽のバスルーム

ゆったり過ごせる
上品なアクリル人造大理石
浴槽のバスルーム

メーカー希望小売価格　658,000 円（税別）メーカー希望小売価格　658,000 円（税別）

メーカー希望小売価格 1,968,890 円（税別）メーカー希望小売価格 1,968,890 円（税別）

EMELORDEMELORD
システムバス エメロード
S1216（0.75 坪サイズ）
システムバス エメロード
S1216（0.75 坪サイズ）

耐久性と保温性に優れた
ステンレス浴槽のバスルーム
耐久性と保温性に優れた
ステンレス浴槽のバスルーム

上質のくつろぎタイムを
味わえるバスルーム
上質のくつろぎタイムを
味わえるバスルーム

より快適に、よりお手入れが
楽になったバスルーム
より快適に、よりお手入れが
楽になったバスルーム SPAGESPAGE

システムバスルーム スパージュ
1616（１坪サイズ）

システムバスルーム スパージュ
1616（１坪サイズ）

メーカー希望小売価格　492,000 円（税別）メーカー希望小売価格　492,000 円（税別）

２ ２

EdelEdelShieraShiera システムキッチン
エーデル
システムキッチン
エーデルRICHELLERICHELLE システムキッチン

リシェル
システムキッチン
リシェル

システムキッチン
シエラ
システムキッチン
シエラ

メーカー希望小売価格
368,000 円（税別）
メーカー希望小売価格
368,000 円（税別）

お手入れしやすいホーローの
システムキッチン
お手入れしやすいホーローの
システムキッチン

間口750ｃｍ/三面鏡

CXCXMVMV KK
３ ３ ３

スタイリッシュな洗面カウンタータイプスタイリッシュな洗面カウンタータイプ

壁面洗面壁面洗面

メーカー希望小売価格 270,000 円（税別）メーカー希望小売価格 270,000 円（税別） メーカー希望小売価格 171,500 円（税別）メーカー希望小売価格 171,500 円（税別）メーカー希望小売価格 186,000 円（税別）メーカー希望小売価格 186,000 円（税別）

W750W750 W750W750 W750W750
LED照明付き引き出しタイプLED照明付き引き出しタイプ シンプルデザインの標準タイプシンプルデザインの標準タイプ

アサヒ衛陶アサヒ衛陶

アラウーノSⅡアラウーノSⅡ

１

お任せください！お任せください！
リフォーム後のおそうじも
リフォーム後のおそうじも

お任せください！お任せください！
リフォーム後のおそうじも
リフォーム後のおそうじも

毎日の

リラックスタイムを

リフォームで

より快適に !!

毎日の

リラックスタイムを

リフォームで

より快適に !!

工事費
コミコミ
工事費
コミコミ

工事費
コミコミ
工事費
コミコミ

間口750ｃｍ/三面鏡 間口750ｃｍ/三面鏡

タンクレスが

この価格 !!タンクレスが

この価格 !!
タンクレスが

この価格 !!タンクレスが

この価格 !!

※標準工事以外は
　別途費用が発生する場合があります

※点線部分がカバー※点線部分がカバー

脚部カバー

KKC022B4KKC022B4

※台所と浴室に
　リモコンが付きます
※台所と浴室に
　リモコンが付きます

エコキュートリモコン

BRC083A1BRC083A1

浴室乾燥機付

キッチンパネル3枚
食器洗い機

人工大理石ワークトップ

キッチンパネル3枚
食器洗い機

セラミックトップ

万円139 .0

万円38 .9
万円56 .0

万円9 .9
万円1 .9

万円9 .2
万円13 .9

万円10 .2

万円56 .9
万円105 .9

万円33 .2

万円8 .6
万円6 .8

万円4 .6

万円11 .5
万円39 .0

万円～5 .5

ご相談無料お見積無料

10.1~11.3010.1~11.30キャンペーン期間キャンペーン期間 20172017 までまで

浴室リフォームのご提案浴室リフォームのご提案 その他のオススメリフォームその他のオススメリフォーム

クロス張替（６帖）

その他にもお家のことなら何でもご相談ください！お客様のご要望に合わせたリフォームをご提案いたします！

!大作戦!!!大作戦!大作戦!!!大作戦
浴室＆水まわり浴室＆水まわり浴室＆水まわり浴室＆水まわり

一日の疲れを癒す大切な場所。
新しい浴室は断熱性に優れていたり、
お手入れが楽になったりとメリットいっぱいです！
ただいまキャンペーン中につき、お安くご提供！
気になる方はオススメ商品を要チェック☆

一日の疲れを癒す大切な場所。
新しい浴室は断熱性に優れていたり、
お手入れが楽になったりとメリットいっぱいです！
ただいまキャンペーン中につき、お安くご提供！
気になる方はオススメ商品を要チェック☆

優れた浴室にお安く

リフォームできる

チャンスですよ！！

リフォームリフォームリフォームリフォーム

フローリング
張替
フローリング
張替

網戸張替網戸張替

別途見積もり別途見積もり

別途見積もり別途見積もり

内　装 リフォーム商品

トイレ/キッチン/洗面化粧台などトイレ/キッチン/洗面化粧台など

お得な
コミコミ価格
お得な
コミコミ価格

商品+
標準工事費
商品+
標準工事費

Before

After

エアコン（1台） レンジフード（1台）

12,000~20,000 ※汚れや条件によって価格が異なります。

　　現場調査の上、 無料でお見積させていただきます

※汚れや条件によって価格が異なります。

　　現場調査の上、 無料でお見積させていただきます

個人宅おそうじメニュー個人宅おそうじメニュー

キッチン一式・・・・・・15,000円（税別）～

浴室一式・・・・・・・・・15,000円（税別）～

洗面台・・・・・・・・・・・6,500円（税別）～

トイレ一式・・・・・・・・7,000円（税別）～

洗濯機・・・・・・・・・・1台 16,000円（税別）～

その他にもフローリングやガラス・サッシも承ります！

※別途お見積になります

人気おそうじメニュー人気おそうじメニュー

Before After Before After

11,000~22,000

アズマの おそうじサービ
ス


