
株式会社創建住まいの総合プランナー

フリーダイヤル0120-45-2388
E-mail info@sohken15.com HP http://sohken15.com

山形県寒河江市大字寒河江字内の袋96-1　
TEL.0237-84-2388　FAX.0237-84-3365
● 建設業許可／山形県知事許可(般29)第200263号
● 宅地建物取引業／山形県知事(8)第1482号
● 一級建築士事務所／山形県知事登録(1307)第957号
● (社)山形県宅地建物取引業協会会員
● 東北地区不動産公正取引協議会加盟

リフォーム 耐　震 断　熱 エクステリアリフォーム 耐　震 断　熱 エクステリア

プロの集団が提案します。相談・見積無料！

地元専門のネットワーク 創建では一級建築士３名、２級建築士１名が在籍。
あらゆる問題を解決します！

プロの集団が提案します。相談・見積無料！

地元専門のネットワーク 創建では一級建築士３名、２級建築士１名が在籍。
あらゆる問題を解決します！

創建創建
リフォーム

のことならリフォーム

のことなら

参加企業
株式会社アイケン、今盛建築、有限会社奥山左官工業、

有限会社景沢木工、設楽技建、菅井建築、
那須左官店、株式会社丸友中屋、

有限会社松田建材、株式会社村建、渡辺板金
株式会社インテリアカンノ 株式会社インテリ屋

郷野畳店

斎藤電器株式会社 有限会社 鈴建

有限会社 スマイル設備 株式会社 中部

株式会社 ハウステック 八松園 株式会社

有限会社 古川板金工業所 株式会社 丸友製材

有限会社エクステリア寒河江
◎エクステリア設計・施工
フェンス、門扉、各種インターロッキングブロック、敷石、ウッドデッキ、
カーポート、化粧ブロック、石塀、門柱、天然石、灯ろう、袖垣玉砂利、鉄平石、
造園資材等

◎ガーデニング・アドバイス

有限会社 相原塗装店

TEL：0237-83-5385

シェード 空気を洗う壁紙カーテン プリーツスクリーン

植物油ベース自然塗料オスモカラー植物油ベース自然塗料オスモカラー

L
E
D
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明

無散水消雪

太陽光
発電中

寒河江市住宅建築補助金でお得にリフォームできるチャンスです。寒河江市住宅建築補助金でお得にリフォームできるチャンスです。寒河江市住宅建築補助金でお得にリフォームできるチャンスです。
リフォームで快適なくらし始めませんか。リフォームで快適なくらし始めませんか。 見積無料見積無料

水廻りリフォーム水廻りリフォーム

給湯器リフォーム給湯器リフォーム エアコンエアコン 断熱内窓断熱内窓 床暖房床暖房

内装リフォーム内装リフォーム 屋根・外壁リフォーム屋根・外壁リフォーム

システムバス Housetec
●フェリテURシリーズ1616
浴槽人造大理石

定価 1,535,000円

感謝祭価格 465,000円
寒河江市補助金－40,000円

感謝祭価格 586,000円
寒河江市補助金－50,000円

感謝祭価格
280,000円

寒河江市補助金
－20,000円

実質ご負担
価　　格 425,000 税別

円

実質ご負担
価　　格 536,000 税別

円

実質ご負担価格

260,000税別円

実質ご負担
価　　格 544,000 税別

円

実質ご負担
価　　格 480,000 税別

円
実質ご負担
価　　格 360,000 税別

円

※工事費別途

システムキッチン Housetec
●カナリエ

洋室ビニールクロス貼替え

定価 1,534,100円
※工事費別途

感謝祭価格 594,000円
寒河江市補助金－50,000円

システムキッチン Panasonic
●ラクシーナ

定価 1,237,900円
※工事費別途

実質ご負担
価　　格 470,000 税別

円

感謝祭価格 520,000円
寒河江市補助金－50,000円

システムキッチン TOTO
●ミッテ
２口 ＩＨ
ワークトップ：ステンレス
レンジフード：平型シロッコファン
食洗機無し

定価 1,162,900円
※工事費別途

システムバス Panasonic

感謝祭価格 530,000円
寒河江市補助金－50,000円

システムバス TOTO
●サザナHTシリーズ
Ｓタイプ1616
浴槽人造大理石

定価 994,000円

感謝祭価格 400,000円
寒河江市補助金－40,000円

※工事費別途

洗面化粧台 Housetec
●オフローラ1616AR
浴槽人造大理石
暖房換気乾燥機

定価 1,329,000円
※工事費別途

感謝祭
価   格 80,000 税別

円

●COCOSH
間口750
方引出、三面鏡LED

定価 237,000円
※工事費別途

トイレ Panasonic

感謝祭
価   格115,000税別

円

感謝祭
価   格171,000税別

円

感謝祭
価   格136,000税別円

●アラウーノ
S160タイプ２
XCH1601WS
定価 220,000円

※工事費別途

トイレ Panasonic

感謝祭
価   格 95,000 税別

円

●アラウーノ V
手洗い付き
XCH3015WST
定価 180,000円

※工事費別途

●コロナエコキュート

定価 949,900円
※工事費別途

※税別価格です
※税別価格です

定価 364,900円
※工事費別途

※工事費別途

※工事費別途

※工事費別途●コロナ石油給湯器 ●YKKAP
   プラマードU

●Panasonic エアコン
21TX8畳用
CS-TX251D

感謝祭
価   格 65,000 税別

円
感謝祭
価   格224,000税別円

21UX14畳用
CS-UX401D2

Easy
　Reform
窓にポン！！
Easy
　Reform
窓にポン！！
Easy
　Reform
窓にポン！！
Easy
　Reform
窓にポン！！

W1700×H1800
定価111,500円

感謝祭
価   格 25,000 税別

円

W1700×H900
定価42,900円

・引違い 単板ガラス ・引違い ペアガラス

感謝祭
価   格 277,000 税別

円

快適あたたか生活快適あたたか生活
部屋の温度差が少ない
ふんわり優しい暖かさ
低騒音
クリーンな空気

部屋の温度差が少ない
ふんわり優しい暖かさ
低騒音
クリーンな空気
新築・リフォームどちらも施工可能です。
熱源は灯油ボイラ式・ヒートポンプ式から
お選びいただけます

6畳間……65,000円～
8畳間……90,000円～
和室ジュラク壁塗り替え

6畳間……110,000円～
8畳間……130,000円～

屋根塗り替え
・40坪（足場別途）
  洗浄＋錆止め
  ＋シリコンペイント塗り
……250,000円～

カーポートカーポート

・40坪（足場別途）
  洗浄＋ウレタン塗り
……120,000円～

外壁塗り替え
・40坪（足場別途）
  洗浄＋ファインコートシリコン

……530,000円～
・40坪（足場別途）
  洗浄＋シーラーダイナミックTOP

……690,000円～
※屋根、外壁塗装は現場の状況により、条件が異なりますのでご相談ください　

CHP-S46AY3K
460L 寒冷地仕様

UKB－SA471A（M）
オート 屋外設置据置型
前面排気

２口 ＩＨヒーター＋ラジエント
ワークトップ：人工大理石
レンジフード：シロッコファン薄型
タッチレス水栓
食洗機付き

ステン２口 ＩＨ
ワークトップ：人工大理石
レンジフード：スマートフード
食洗機付き

スチール折板屋根
積雪1ｍ・4本柱・横材付
2台用　55-55型　
W5511×D5456

●SSポートＧⅡ（2台用）

本体…定価633,300円
折板…定価270,500円

感謝祭
価   格 460,000 税別

円

スチール折板屋根
積雪1ｍ・6本柱・横材付
3台用　55-55型
W5511×D5456　

●SSポートＧⅡ（３台用）

本体…定価1,077,300円
折板…定価  420,800円

工事費が20万円以上なら補助金の対象となります。工事費が20万円以上なら補助金の対象となります。




