
薔0120-744-884岩槻本店 一級建築士事務所／埼玉県知事第（3）第9040号　建設業許可／埼玉県知事（特-27）第60593号　営業時間／AM9:00～PM6:00

28.2万円～

（税別）28.2万円～

（税別）サザナサザナ
■Sタイプ 1616サイズ
■HＳV1616WSX１
■Sタイプ 1616サイズ
■HＳV1616WSX１

ほっカラリ床・エアインシャワー・魔法びん
浴槽でとっても気持ちいい。毎日のおふろ
のしあわせを最大限にするサザナです。

ほっカラリ床・エアインシャワー・魔法びん
浴槽でとっても気持ちいい。毎日のおふろ
のしあわせを最大限にするサザナです。

■魔法びん浴槽■お掃除ラクラク排水口

■ほっカラリ床 ■エアインシャワー

埼玉県さいたま市岩槻区太田2-1-91

東武野田線

アルネットリフォーム
ショールーム

案内図 駐車場・キッズスペース完備!

アルネットリフォームが想いを叶えるご提案

冬本番あったか
お風呂リフォーム

無垢の扉
フラット対面式の
ペニンシュラタイプ
毎日の家事がもっ
と楽しくなる私に
ぴったりキッチン!!

ポカポカ
お風呂で体も
心もホットで
リラックス!!

地元に愛されて3 7年　地域密着（岩槻区・見沼区・春日部市・蓮田市・白岡市）アルネットホームが手掛ける丁寧リフォーム

73.2万円～

（税別）73.2万円～

（税別）

住まいのイメージにあわせ、
小上がりの和室はこだわりの
空間に。

和モダンへ和モダンへ

憧れのキッチンをクラシカルな
　　タイルが映える空間にリフォーム

　　　変更
相談会
　　　変更
相談会

　　改修
相談会
　　改修
相談会
耐震 　　　改修

相談会
　　　改修
相談会

あなたの理想としているリ
フォームを建築士がアドバス
をいたします。普段聞けないこ
と、是非、参考にしてください。

心配ではないですか？いざと
いう時のために、耐震診断士
が無料にてお住まいの耐震に
関するご相談に応えします。

キッチン、浴室、洗面、トイレな
ど、水廻りのリフォームの事や
最新商品についてお客様に
ピッタリの設備をご案内します。

施工前 施工後

住まいの相談会開催住まいの相談会開催

「キッチンセット」
あって便利な

※数に限りがございます。
　商品が無くなり次第、終了となります。

素材感あふれるどこか懐かしい
憧れの住空間

COUNTRY Style
カントリー  スタイル

自然体がよく似合う
美しいシンプルデザイン

モダン スタイル

人生を謳歌する
洗練された和空間

JAPANESE Style
ジャパニーズ スタイル

あなただけの憧れのリフォームを創造するヒントにしてください。

体感型の大型ショールームにご案内致します。

表示について：オプション品は対象外です。商品のみの販売は行いません。商品はイメージであり、実際の商品と若干異なる場合がございます。別途 施工費、諸経費、消費税等が発生します。工事費は現状の状況により変動します、現地調査の上見積を作成致します。チラシ有効期限：平成29年3月末。

LA VING 宇都宮ショールムLA VING 宇都宮ショールム

ALNET HOME 与野ショールムALNET HOME 与野ショールム

LA VING 幸手ショールムLA VING 幸手ショールム

間取り 水廻り

お 客 様 の 事 例 紹 介

今が
チャンス!
です。

2017年1月より
受付中!!

エコリフォームで

国から補助金国から補助金
もらえます。

国土交通省
住宅ストック環境支援事業

詳しくは裏面へ→詳しくは裏面へ→

MODERN Style

新素材のタタミをリビングにデザインし、
お持ちの家具や小物を活かしたモダンな
LDKに仕上げました。

きれいでモダンなLDKにきれいでモダンなLDKに

ご家族待望のお庭が眺められる
開放感抜群の広々明るいLDK

お 客 様 の 事 例 紹 介

キッチン背面の壁にデザインタイルを採用し、
オープンキッチンの魅力を存分に発揮した
存在感あふれるキッチンを実現しました。

憧れだったクラシック調に憧れだったクラシック調に

ご来場プレゼント

開催期間

10:00～17:00
［土］ ［日］2/11 12・

独立していたキッチンを大改造！
大きな窓から広いお庭が一望できる
対面キッチンとしました。

家族と会話を楽しみながら家族と会話を楽しみながら

b e f o r e

■内部改装工事（工事価格：1,130万円）
　リビング、キッチン、洗面、浴室、トイレ、玄関
　寝室を含む間取り変更　工事期間：3ヶ月

岩槻区：M様邸（築24年）

白岡市：Ｎ様邸（築27年）

b e f o r e

■水廻り改装工事（工事価格：598万円）
リビング、キッチン、洗面、浴室、トイレ改装
工事期間：40日

リフォームのプロが
皆様のお悩みにお答えします

私スタイルの
キッチンリフォーム

su:ijisu:iji
■P型キッチンNZ20
■食器洗い乾燥機
■P型キッチンNZ20
■食器洗い乾燥機

スイージーは木材のもつ優しさや温かみ
を引き出した無垢の木のキッチンです。
スイージーは木材のもつ優しさや温かみ
を引き出した無垢の木のキッチンです。

■ワークトップ

■レンジフード■収納レール

■人大スクエアシンク ■水栓

標準仕様



岩槻本店 

想いをカタチに！私たちがお客様一人一人のご要望にしっかりお応えします。

桃 井　崇 喜
二級建築士

青 山　英 示
二級建築士

岩 瀬　弥 生
二級建築士

堀　一 夫
リフォームアドバイザー

三 原　勇 輝
リフォームアドバイザー

板 坂　光 章
リフォームアドバイザー

川 瀬　知 彦
リフォームプランナー

椎 原　和 美
お客様サポート

松 舘　航 平
リフォームアドバイザー

鈴 木　道 大
リフォームアドバイザー

㈱TAiGAホールディングス リフォーム事業部　一級建築士事務所／埼玉県知事第（3）第9040号

薔0120-744-884
お気軽にお問い合わせ下さい！

埼玉を中心に24の展示場を展開する注文住宅のアルネ
ットホームで培ったノウハウや家族のことを考えた提案
など、リフォームに活かしています。営業、施工管理など
各専門職がチームになり注文住宅と同じ品質のリフォー
ムを行っています。

体感型ショールーム
他社では工務店に丸投げすることもあり
ます。当社は自社施工で中間マージンを削
り価格を適正化しています。

自 社 施 工
独自の保証制度により保証します。万が一
保証基準に該当する場合は補修等の対応
を致します。

保 証 制 度

お引渡し1年後に担当したスタッフより定
期点検の案内をご連絡します。（工事金額
100万円以上（税抜）が対象）

定 期 点 検
ご契約いただいたお客様から再度の依
頼・新築OB・ご紹介が全体の80％以上。

リピート率80%以上

http://www.alnetreform.co.jp
検 索アルネットリフォーム

建設業許可／埼玉県知事（特-27）第60593号
埼玉県さいたま市岩槻区太田2-1-91

営業時間／AM9:00～PM6:00
定休日／毎週水曜日・月2回木曜日

3,000円3,000円補洗面台 3,000円3,000円補洗面台

3,000円3,000円補洗面台 3,000円3,000円補洗面台

46%OFF

ピアラピアラ
■幅750㎜■幅750㎜
商品定価
220,600円（税別）を
商品定価
220,600円（税別）を

11.9万円～11.9万円～（税別）（税別）

【国土交通省】住宅ストック循環支援事業事務局 ■ホームページアドレス　http://stock-jutaku.jp　■お問い合わせ窓口電話番号：0570-069-888　■IP電話からのご利用：03-4334-9252※通話料がかかります。　■受付時間：月～金／9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）　
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※政府発表250億円予算到達次第終了!!　※国土交通省発表10/11時点での情報を基に作成しており、今後内容に変更がある場合や予算が終了してしまう場合がございますがご了承ください。表示について：オプション品は対象外です。商品のみの販売は行いません。商品はイメージであり、実際の商品と若干異なる場合がございます。別途 施工費、諸経費、消費税等が発生します。工事費は現状の状況により変動します、現地調査の上見積を作成致します。チラシ有効期限：平成29年3月末。

69,000円69,000円補

56%OFF

■1216サイズ（0.75坪）
■Tタイプ
■1216サイズ（0.75坪）
■Tタイプ

WGシリーズWGシリーズ

サザナサザナ

マンションタイプ

商品定価907,000円（税別）を商品定価907,000円（税別）を

41.7万円～41.7万円～（税別）（税別）54%OFF

ユニットバス3,000円3,000円補

商品定価1,056,000円（税別）を商品定価1,056,000円（税別）を

■フラット対面プラン
■標準プラン、
　幅2570㎜

■フラット対面プラン
■標準プラン、
　幅2570㎜

リフォムスリフォムス

38%OFF65.4万円～65.4万円～（税別）（税別）

キッチン 3,000円3,000円補

商品定価1,009,000円（税別）を商品定価1,009,000円（税別）を

40%OFF

■センター
　キッチン
■幅2580㎜

■センター
　キッチン
■幅2580㎜

リシェルSiリシェルSi

60.5万円～60.5万円～（税別）（税別）

キッチン

（JIS高断熱浴槽準拠）

ユアシスユアシス
■1616サイズ（1.0坪）■1616サイズ（1.0坪）
商品定価708,000円（税別）を商品定価708,000円（税別）を

27.6万円～27.6万円～（税別）（税別）

69,000円69,000円補ユニットバス

アライズアライズ

■1216（0.75坪）■1216（0.75坪）
商品定価813,100円（税別）を商品定価813,100円（税別）を

特価 27.2万円～27.2万円～（税別）（税別）

69,000円69,000円補ユニットバス

■ I 型キッチン、食洗器付
■幅2550㎜
■ I 型キッチン、食洗器付
■幅2550㎜
商品定価1,154,300円（税別）を商品定価1,154,300円（税別）を

特価

アルネット仕様

26.6万円～26.6万円～（税別）（税別）

3,000円3,000円補キッチン

クリンレディクリンレディ
■ステンレス
　キャビネット標準装備
■とってもクリン排水口
■幅2550㎜

■ステンレス
　キャビネット標準装備
■とってもクリン排水口
■幅2550㎜
商品定価538,000円（税別）を商品定価538,000円（税別）を

34.9万円～34.9万円～（税別）（税別）35%OFF

3,000円3,000円補キッチン

■タンクレス
■オート開閉
■タンクレス
■オート開閉
商品定価
251,000円（税別）を
商品定価
251,000円（税別）を

14.4万円～14.4万円～（税別）（税別）

24,000円24,000円補トイレ

特価

サティスGサティスG アルネット仕様

トイレ

住宅ストック循環支援事業エコリフォーム補助金一覧住宅ストック循環支援事業エコリフォーム補助金一覧
アルネットリフォームではエコリフォーム関連商品を各種取り揃えております。お気軽にご相談ください。

節 湯 水 栓節 湯 水 栓

3,000円3,000円
※設置台数によらず

77 節 湯 水 栓節 湯 水 栓

3,000円3,000円
※設置台数によらず

88

窓の断熱改修窓の断熱改修

20,000円～20,000円～
3,000円3,000円

※1ヶ所あたり

11 窓の断熱改修窓の断熱改修

3,000円～3,000円～
20,000円20,000円

※1ヶ所あたり

11

高効率給湯器高効率給湯器

24,000円24,000円
※設置台数によらず

33 高効率給湯器高効率給湯器

24,000円24,000円
※設置台数によらず

33

ユニットバスユニットバス22

30,000円30,000円
出入り口幅拡張

24,000円24,000円
高断熱浴槽

6,000円6,000円
手摺の設置

6,000円6,000円
段差解消

3,000円3,000円
節湯水栓

69,000円69,000円
合計例合計例

ユニットバスユニットバス22

69,000円69,000円
合計例合計例

30,000円30,000円
出入り口幅拡張

24,000円24,000円
高断熱浴槽

6,000円6,000円
手摺の設置

6,000円6,000円
段差解消

3,000円3,000円
節湯水栓

節水型トイレ節水型トイレ

24,000円24,000円
※設置台数によらず

55 節水型トイレ節水型トイレ

24,000円24,000円
※設置台数によらず

44 出入口幅等の拡張出入口幅等の拡張

30,000円30,000円
※工事箇所数によらず

88 出入口幅等の拡張出入口幅等の拡張

30,000円30,000円
※工事箇所数によらず

99 耐震改修工事耐震改修工事

150,000円150,000円
※昭和56年5月31日以前の住宅に限ります

1111 耐震改修工事耐震改修工事

150,000円150,000円
※昭和56年5月31日以前の住宅に限ります

1111
ドアの断熱改修ドアの断熱改修

25,000円～25,000円～
20,000円20,000円

※1ヶ所あたり

1010 ドアの断熱改修ドアの断熱改修

20,000円～20,000円～
25,000円25,000円

※1ヶ所あたり

1010

外壁の断熱改修外壁の断熱改修

120,000円～120,000円～
60,000円60,000円

1212 外壁の断熱改修外壁の断熱改修

60,000円～60,000円～
120,000円120,000円

1212

屋根・天井の断熱改修屋根・天井の断熱改修

36,000円～36,000円～
18,000円18,000円

1313 屋根・天井の断熱改修屋根・天井の断熱改修

18,000円～18,000円～
36,000円36,000円

1313

段 差 解 消段 差 解 消

6,000円6,000円
※工事箇所数によらず

44 段 差 解 消段 差 解 消

6,000円6,000円
※工事箇所数によらず

66

ドアの断熱改修ドアの断熱改修

25,000円～25,000円～
20,000円20,000円

1010 床の断熱改修床の断熱改修

30,000円～30,000円～
60,000円60,000円

77

手摺の設置手摺の設置

6,000円6,000円
※工事箇所数によらず

66 手摺の設置手摺の設置

6,000円6,000円
※工事箇所数によらず

55

※設置台数によらず

太陽熱利用システム太陽熱利用システム

24,000円24,000円
1414

※設置台数によらず

太陽熱利用システム太陽熱利用システム

24,000円24,000円
1414

　　政府発表250億円予算到達次第終了!!※国土交通省発表10/11時点での情報を基に作成しており、今後内容に変更がある場合や予算が終了してしまう場合がございますがご了承ください。

をもらおう！！をもらおう！！エコリフォームでエコリフォームで
l今ならl  まとめてリフォームすれば補助金の加算で更にお得です!!

補助金補助金エコリフォーム
最大補助金

耐震改修で
最大補助金

エコリフォーム
最大補助金

耐震改修で
最大補助金

エコリフォーム
最大補助金

耐震改修で
最大補助金万円30 万円15 万円45万円30 万円15 万円45万円30 万円15 最大合計最大合計

lなんとllなんとll更にll更にl
万円45

政府発表250億円予算の住宅ストック循環支援事業スタート!! 今がリフォー
ムの

チャンス

住宅のエコリフォームの対象となる工事 ： ①.設備エコ改修　②.開口部の断熱改修　③.外壁・屋根・天井または床の断熱改修　④. ①～③の工事と併せて実施する項目

50%OFF 26.4万円～26.4万円～（税別）（税別）

■断熱仕様親子■断熱仕様親子
本体価格
528,000円（税別）を
本体価格
528,000円（税別）を

リシェントリシェント

部材標準施工費14万円（税別）部材標準施工費14万円（税別）

20,000円～20,000円～
25,000円25,000円補

玄関ドア 3,000円～3,000円～
20,000円20,000円補

腰窓1カ所腰窓1カ所

インナーサッシ
インプラス
インナーサッシ
インプラス

※別途取付費がかかります

結露にお困りでは
ありませんか？

（税別）（税別）2.5万円～2.5万円～

窓

商品定価
898,500円（税別）を
商品定価
898,500円（税別）を

65%OFF 31.4万円～31.4万円～（税別）（税別）

■フルオート
　460リットル
　SRT-W46
　+リモコン

■フルオート
　460リットル
　SRT-W46
　+リモコン

24,000円24,000円補エコキュート

10.8万円～10.8万円～（税別）（税別）

24,000円24,000円補給湯器

58%OFF

オクターブオクターブ
商品定価
298,000円（税別）を
商品定価
298,000円（税別）を

12.5万円～12.5万円～（税別）（税別）

56%OFF

EJシリーズEJシリーズ
■乾くん棚付
■幅750㎜
■片引出し

■乾くん棚付
■幅750㎜
■片引出し
商品定価183,000円（税別）を商品定価183,000円（税別）を

8.0万円～8.0万円～（税別）（税別） 60%OFF

シーラインシーライン
商品定価
275,500円（税別）を
商品定価
275,500円（税別）を

11.0万円～11.0万円～（税別）（税別）

商品価格

本体＋リモコン

■壁掛け
　20号オートタイプ
　GT-C2052SAWX-2BL
　リモコン:RC-B001

■壁掛け
　20号オートタイプ
　GT-C2052SAWX-2BL
　リモコン:RC-B001

特価

61%OFF

■一体型シャワートイレ■一体型シャワートイレ
商品定価
212,500円（税別）を
商品定価
212,500円（税別）を

7.7万円～7.7万円～（税別）（税別）

トイレ

特価

24,000円24,000円補

アルネット仕様
アルネット仕様

アルネット仕様

大特価!! 大特価!!

ユニットバス

アルネット仕様

アウトレット!!アウトレット!!アウトレット!!アウトレット!!■1616サイズ
　（1.0坪）
■1616サイズ
　（1.0坪）

69,000円69,000円補

56%OFF

■ハイバスタイプ
■1216サイズ
■ハイバスタイプ
■1216サイズ

MXVシリーズMXVシリーズ

マンションタイプ

商品定価682,700円（税別）を商品定価682,700円（税別）を

25.2万円～25.2万円～（税別）（税別）63%OFF

ユニットバス

AWEAWE
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