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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？

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

お庭の相談 間取り・増改築
ペットリフォーム まるごとリフォーム
健康リフォーム 介護リフォーム

お住まいについてご不満に感じている事、
お悩み事などお気軽にご相談ください！

2 0 1 4年◆春号

＊表示金額は全て税抜き価格です

長期保証制度

全メーカー
対応

各種ローン対応

Tポイントが貯まる！

Tモールサイト内にて、
「夢造くん」で検索。
▶http://tmall.tsite.jp

さまざまな特典あり！
※特典内容はお気軽にお問合わせください我流生活 リフォーム夢造くん通信

「ユメツウ」 vol.14／春号 
［特集］春一番

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
制作：vangraphics

facebook:  www.facebook.com/yumezo

YouTube:  www.youtube.com/yumezoukun

無料無料

コストコカード（個人・法人）
を見せるだけ！

0401

青少年育成
薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」
青少年の薬物乱用防
止に積極的に取り組ん
でおります。

夢造くんの地球応援プロジェクト
森を守る活動への寄付つき！
水戸ホーリーホック応援ネーム木札
＊３月１日から受注開始、お届けは４月１日
　以降となります。

本体1404円（税込）＋寄付金96円＝1500円
●詳細・ご注文はこちらから
http://yumezou.shop-pro.jp/

Jリーグ
公認

環境保全支援　我流生活をあなたに！
日本の豊かな自然を守る活動にお役立ていただくた
め、環境保全活動を応援しております。昨年に続き夢
造くんの売上
の一部を「茨
城県森林湖沼
環境基金」に
寄付しました。

平成25年度寄付金贈呈式

お近くの「我流生活 リフォーム夢造くんショップ」までお気軽にお問い合せください。

那珂店 ㈱清水建設 TEL.0120-916-292
筑西店 ㈱小薬建設 TEL.0120-580-152
日立店 ㈲大高工務店 TEL.0294-43-2466
坂東店 ㈲冨祥工務店 TEL.0297-38-2999

県央店 ㈱一毛工務店 TEL.029-252-9671
石岡・小美玉店 ㈱関川畳商店 TEL.0120-010-518
大洗店 ㈱大貫工務店 TEL.029-267-2001
県南店 大昭建設㈱ TEL.0297-64-1511

茨城県

例えば……建坪25坪の外・内装をリフォームした場合

●例えば……こだわりのエクステリア、オーダーメイド内装

▲ 外構
アプローチには玄関と同じタイルを使用、
ブロックも石分けをしてデザイン。さらに
敷石を敷き、防犯対策も万全です。

▶ オーダーメイド内装
左：天井の高さまでの特注引き戸で開放
感をアップ。

右：キッチンまわりの収納を床材と同じ材
種を使って一体感をもたせました。

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」の素材を提供しております。

他社ハウスメーカーが割高の工事費になる理由
他社ハウスメーカーは、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
ると思われています。しかし実際は、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。

優良品質適正価格

ハウスメーカーと
比べて

こんなに違う!

Before

Before

「夢造くんショップ」は地産地消で経費削減
「夢造くん」は、工事を職人に一括発注することなく、夢造くんショップのスタッフが直接責任
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「地産地消」の仕組みです。
そのため運搬費や中間マージンなどの間接経費が抑えられ、ハウスメーカーより大幅に削減
することができます。

選ばれる選ばれる 我流生活 リフォーム

「夢造くん」が 理由つ 理由の
絶対に夢が叶うリフォ

ームを！
選ばれる5

-335万円
（税込）

実質工事費 1340万円
（中間マージン含）

経費
335万円

経費
268万円実質工事費 1072万円

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 1340万円（税込）

合計 1675万円（税込）

ワガママな
夢を叶えます！工事費が

大幅に削減 !

住まいの健康診断 リフォームのご相談

過去の特集も見られます検索リフォーム夢造くん

2 0 1 4年

春
一
番

﹇
特
集
﹈

工事費が分かりやすく、予算オーバーの心配なし！

［まるごと］リフォーム（定価制）

マンション

REFORM
PACK

1

＊表記価格は全て税抜き金額です。上記の坪数・m2数以外やオプションの詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

《パック工事内容》

屋根

玄関

廊下・
ホール

外装

和室

その他
トイレ

洗面所
浴室

キッチン

洋室

トイレ

和室

戸建て
住まいの老朽化の解消や、住まいのさま
ざまな問題を解決いたします。世代を越え
て快適で末永く暮らせる住まいづくりを実
現いたします。

単体ごと組み合せOK
パックまるごとでも、工事部位に関係なく、単体ごとに「必
要なものだけ」を自由に組み合せることも可能です。

見える価格
パック内容は工事費を全て明記しておりますが、お住まい
の状況により別途費用が発生する場合があります。まずは
スタッフが調査してお見積りし、詳しくご説明いたします。

厳選の優良品質
価格優先の量販店の場合、型番が同じでもプロが発注する
品質と異なる場合があります。〈リフォーム夢造くん〉は「長
く使える商品のみ」を厳選してご提供いたします。

アフターメンテナンス
何十年でも快適に暮らしていただくために、地域に密着した
会社だからできる、迅速で丁寧な対応をご提供いたします。

地場職人の確かな技術
地域の風土を熟知した職人が施工いたします。工事中のご
要望も柔軟かつ丁寧に対応いたします。安心してお任せく
ださい。

住宅設備は選択自由
表記された商品以外でも、国内外メーカーを問わずお客さ
まのお好みの商品を選択いただけます。
＊商品によっては別途追加料金が発生する場合があります

家族構成の増減などにより、新築時に快
適だった間取りや設備も不便になっていき
ます。〈リフォーム夢造くん〉は、快適性や
満足度を向上させる住まいをつくります。

築40年

坪単価28万円～（50坪以上） m2単価10万円～（35m2以上）

デザインにこだわる、
ワンランク上のリフォームへ…

こだわりのオプション

建築の達人集団“匠屋本舗”
高デザイン、増改築・減築をお考えの方へ、一級建築士からなる住宅の
専門家が、住まい方をトータルにアドバイス、コーディネートいたします。

玄関・廊下
ホール

フロア重貼／リフォーム框取付／壁天井
クロス貼替

塗装（ストレート系の場合）

外壁塗装（雨樋含む）

玄関ドア交換

フロア重貼／リフォーム框取付／壁天井
クロス貼替

洋室 フロア重貼／壁天井クロス貼替／廻縁

畳表替え／京壁重塗り（壁・天井がクロス
の場合も含む）／障子・襖貼替

クッションフロア貼替／壁天井クロス貼
替／洗面化粧台交換／ユニットバス交換

電気配線／給排水／配管の点検

便器交換（温水洗浄便座付）／クッションフ
ロア貼替／壁天井クロス貼替／紙巻器・
タオルリング交換

システムキッチン交換（レンジフード含む・
I型2550タイプまで）

その他

洗面所
浴室

キッチン

クッションフロア貼替／壁天井クロス貼
替／洗面化粧台交換／ユニットバス交換

電気配線／給排水／配管の点検

システムキッチン交換（レンジフード含む・
I型2550タイプまで）

カーペットをフロアに貼替（もしくはフロア
重ね貼り）／壁天井クロス貼替

便器（温水洗浄便座付）／クッションフロア
貼替／壁天井クロス貼替／紙巻器・タオ
ルリング交換

畳表替え／京壁重塗り（壁・天井がクロス
の場合も含む）／障子・襖貼替

Before

After

After

After

工期目安
約21日

坪数 単価

25坪 ¥330,000
35坪 ¥300,000

50坪以上 ¥280,000

《単価表》

《パック工事内容》

m2数 単価

35m2未満 ¥120,000
35m2以上 ¥100,000

《単価表》

間取りの変更OK!
（水まわり以外）

施工例 
2階建／39.6坪
合計金額　¥13,800,000
＊一部オプション工事費含む

施工例 
4LDK／33m2

合計金額　¥2,600,000
＊洗面台・浴室・トイレ・キッチン設備は含まれてお
りません。

夢が叶う！
パックリフォ

ーム
〈リフォーム夢造くん〉のパックリフォームで新しい季節を迎えましょう！

工事費含み合計100万
円以上のご成約で！

液晶ハイビジョン
TV（32インチ地デジ対応）

5
月末迄ご成約

プレゼント!

夢造くんを紹介された
方がご成約しましたらご
紹介者様に！

コシヒカリ10kg

5
月末迄

きめ細やかな長期保証・
アフターメンテナンス
「建てたら終わり」では
なく、身近にいるので
困った時いつでも駆つ
け、少数精鋭で一棟一
棟に丁寧かつ迅速な対
応が可能です。

「匠屋本舗」とつくる、
至極の住まい
建築の専門家が豊
かな知識と経験を
活かし、お客さま
の暮らし方をトータ
ルにコーディネート
いたします。

顧客第一主義で、
お客さまの満足を追求
「顔」の見える健全経営で、地
域の皆様から信頼を得続けて
います。お客様の夢をカタチ
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
くりをお手伝いいたします。

デザイン安心・信頼

住まいの『夢』を一緒に造りませんか？ 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。

ご紹介
プレゼント!地域密着

After

After

＊解体費・産廃処理費・足場等諸経費含む。資材およびパック商品はすべて〈我流生活 リフォーム夢造くん〉の指定品です。 ＊解体費・産廃処理費等諸経費含む。資材およびパック商品はすべて〈我流生活 リフォーム夢造くん〉の指定品です。

夢が叶う！
パックリフォ

ーム
パックリフォ

ーム
〈リフォーム夢造くん〉のパックリフォームで新しい季節を迎えましょう！

夢が叶う！
パックリフォ

ーム

築25年

Before

After

After

工期目安
約90日

Before

※写真はすべてイメージです
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After

After

築40年

Before Before

パック施工例

太陽光発電システム
4.24kw  ¥2,580,000

パック施工例

0203

パック価格
 ¥218,000～

外装
¥1,500,000

＊水道工事、電気配線工事、換気扇ダクト工
事含む

・屋根塗装：セメント洋風瓦塗装塗替え
・外壁塗装：窯業系サイディング塗装塗替え
・軒天・破風：木製塗装塗替え
・雨樋：既存撤去・交換

建坪28坪／2階建ての場合

＊ウッドデッキ・濡れ縁塗装塗替えを含む
＊外部足場・高圧洗浄・仮設トイレ設置含む

太陽光発電システム

屋根の形状・素材や方角、住まう方のライフ
スタイルに合った容量の選定を行います。住
まう方にとってメリットがない場合は設置を
おすすめしない場合もございます。

太陽光 蓄電池

昼間は太陽光で発電した電気を貯めておき、
夜間には蓄電池から電気を使える節電に最
適なパックです。停電などの万が一の時にも
安心です。

太陽光 オール電化

太陽光発電システムと〈IHクッキングヒー
タ〉、〈エコキュート〉のパック商品です。光熱
費削減を希望される方におすすめです。

太陽光 ガス器具

家庭のお湯と電力をつくる〈エネファーム〉と
〈エコウィル〉から選択。太陽光と併用するこ
とで売電量を増やせ光熱費削減につながり
ます。

・太陽光発電システム機器一式
  4.24kw搭載
・標準工事一式（設置工事・電気工事）
・モニター

＊お住まいの構造により施行価格は異なります。
詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。

太陽光発電との組み合わせで
我が家にあったエコリフォームを！

［エコ］リフォーム
いつも頻繁に使う場所だから、
最新の設備で生活を劇的に変える！

［水まわり］リフォーム
見た目の美しさを取り戻し、
住まいの損傷となる原因を防ぐ。

［外装］リフォーム
最近もっとも注目されている太陽光発電システムを、お住まいのライフスタイルに合っ
た組み合せでご提案いたします。設置環境によっては建物への負担が大きくリスク
のある商品です。〈リフォーム夢造くん〉の確かな技術で、建物に優しい施工を行い
ます。将来のメンテナンスも安心してお任せください。

お料理の仕方やリビングとの繋がり、収
納の多さ、家事動線などからご家庭に合
うキッチン・スタイルをご提案いたします。

最新のトイレは、これまでのものに比べて節水機能が格段に向
上しています。形状もシンプルになりお掃除が楽になります。

一日の疲れを癒してくれる浴室は常に清潔で快適な空間にした
いものです。浴槽を高断熱性のものに変えればお湯が冷めにくく
なり、水はけの良い床や壁パネルはお掃除を楽にしてくれます。

住まいを長く美しく保ち快適に住まい続けるために、家を風雨から守ってくれる屋
根や外壁のメンテナンスは重要です。損傷を放置しておくと雨漏りなどで住まいの
寿命まで縮みかねません。外装リフォームで新築時を越える美しさと機能性のグ
レードアップをおすすめします。

きれいに生活をしていても、経年による汚れや傷はどうしてもできてしまいます。リ
フォームで美しさを取り戻すことはもちろん、無垢材などの自然素材に変更して室内
環境を向上することも可能です。（＊商品により別途費用が必要）

屋根からの熱伝導を抑え、小屋裏の暑さを
やわらげることで冷房効果を向上させ、省エ
ネへつなげます。

［塗装］ 水性 ｜ 高耐候性 ｜ 防カビ・防藻

¥5,000～/m2屋根

雨どい
損傷が著しい場合は
交換費が発生します。

¥1,200～/m

¥4,000～/m2外壁

経年劣化や自然災害による損傷を解消し、
雨で汚れを落とす高性能な塗料です。

［塗装］ 水性 ｜ 高耐候性 ｜ 高耐久性

［塗装］ 
高耐久性

Before

Before

Before

Before

Before

Before

After

After

After

After After

After

After

After築25年

築15年

築35年

和室を洋室に

キッチン

洋室内装

和室内装

温水洗浄便座付
節水型便器に交換
 ¥105,000～

ユニットバス（1坪）
 ¥800,000～
既在タイル浴室の解体／新規ユニッ
トバスの組立／浴室入口枠造作／
水道工事／電気配線工事／換気扉
ダクト工事

システムキッチン
 ¥556,000～
I型 2550タイプ

キッチンパネル貼り
 ¥55,000～
キッチンまわり（Ⅰ型2550タイプ）

ガスコンロ
→ IHクッキングヒータ
 ¥245,000～

レンジフード
 ¥87,500～
かんたんお手入れ／省エネタイプ

紙巻器・タオル掛け
 ¥20,000～

内装 ¥40,000～
クッションフロア/壁・天井のクロス
貼替え

洗面台 ¥115,000～
洗面化粧台交換（W750）／壁・天
井のクロス貼替え（最大1坪）／クッ
ションフロア貼替え（最大1坪）

パック価格

 ¥806,000～

パック価格

 ¥943,500～

パック価格

 ¥165,000～

パック価格

 ¥915,000～

［和室6帖→洋室に変更］

［洋室8帖の場合］

［和室6帖の場合］

＊諸経費・解体費・下地造作費・産廃処理費含む

＊既存キッチン解体費・産廃処理費・諸経費含む

＊産廃処理費・諸経費含む

＊産廃処理費・諸経費含む

＊産廃処理費・諸経費含む

＊産廃処理費・諸経費含む

パック価格

 ¥234,000～

お風呂
洗面所

トイレ

クロス貼替え
 ¥315,000～
天井・壁をクロスに貼替え

クロス貼替え
 ¥84,000～
天井・壁のクロス貼替え

畳表替え ¥45,000～
畳→フローリング
 ¥229,000～
畳撤去／新規フローリング貼り

フローリング貼替え
 ¥150,000～

襖・障子貼替え
 ¥33,000～

内壁塗替え
 ¥140,000～

クローゼット設置
 ¥262,000～

より開放的に、より使いやすく
光があふれる住まいに。
〈茨城県水戸市K様邸／施工店：那珂店 ㈱清水建設〉

［まるごと］リフォーム成功例
─ マンション編 ─

マンションの最上階にあるK様
邸は、東日本大震災の被害でま
るごとリフォームに踏み切りまし
た。旧来の間取りは、狭い廊下
をはさんで全ての部屋が壁でくく
られ、収納も少なく家具を置くた
め室内が狭く感じられました。
廊下と部屋の間仕切りを取り払う
ことで、光と風が通る開放的な
住まいに生まれ変わりました。

他社と相見積りしたのですが、〈リフォ
ーム夢造くん〉のプランが素晴らしかっ
たので工事をお願いしました。建具の
細かい要望にも職人さんが機転を効か
せてくれ、きめ細やかに対応してくれま
した。仕上がりに大満足です。

こだわりのサニタリー。全
タイル貼り。立ったまま使
えるシャワーはお気に入り。

収納を増やし家具
を置かない生活に。
クローゼットは高調
湿性の桐材を使用。

フローリングをメープ
ル無垢材に変更。冬
に素足のままでも温か
みを感じます。

工事費内訳（概算）

仮設 300,000円
解体 700,000円
内装 4,000,000円
住宅設備（キッチン／バス／洗面台）
 1,430,000円
設備（給排水／電気） 870,000円
空調 700,000円

合計 8,000,000円

築30年

対面型キッチンに
したことで壁面に
収納スペースを確
保。作業空間も
広くなりました。

和室と廊下面、キッチン
間の仕切りを取り払い、
明るく開放的な空間に。
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昼間は太陽光で発電した電気を貯めておき、

築40年

工期目安
約14日

工期目安
約10日

工期目安
約14日

工期目安
約21日

工期目安
約5日

工期目安
約10日

工期目安
約 7 日

工期目安
約30日
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お客様の声

After
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築40年

＊表記価格は全て税抜き金額です。 ＊表記価格は全て税抜き金額です。

REFORM
PACK

REFORM
PACK

REFORM
PACK

25 3

REFORM
PACK

4

畳やフローリングの傷み、色あせ、
壁クロスの汚れやはがれを一新！

［内装］リフォーム


