横浜市木造住宅耐震改修促進事業登録事業者 第593号

ホームページはこちらへ

自然素材とこだわりのリフォームができる専門ショップ

star‒3.com

軽量・高耐久・高機能 各種機能性の向上により、耐久性や遮熱性などが飛躍的に向上。最適な改修方法をご提案します。
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ROOGA 雅

金属系 各種

・グラッサコートによる抗紫外線
劣化でキレイが長持ち。

・軽さと強さの融合
高耐久次世代複合セメント瓦

・コロニアルによる経済性

・高棟にも対応でき、瓦の見栄
えに迫ります。

・遮熱顔料により赤外線を大幅
にカット

一級建築士事務所

6,200円/㎡〜

（税別）

ムク材

M A X 瓦 ガルバ+フッ素膜の
高耐久鋼板成形瓦。通気構造で涼
やかかつ軽量・堅牢
ヒランビ ー シンプルなガルバ・
横貼り・超軽量で最高の経済性

・さらに熱シャット工法と組み合
・グラッサコートによる抗紫外線 材工共
わせれば屋根裏温度を表面よ 材工共 8,500円/㎡〜 劣化と耐衝撃性能など大幅に 4,500円〜7,000円/㎡ 耐えられるインターロッキング工
（税別） 持ちが違います。
（税別） 法・耐火・静音・超軽量屋根材
り−18℃
（淡色系の場合）
に

天井 壁 床

自然の快適さのエコ&デザイン

ムク材 〜住む人に安らぎを与える〜

■ 汚れに強いタイプ
小さな子供に安心で、こぼしても
ふきとりやすい。
■ ぬくもり重視タイプ
夏さわやか、冬あたたか 化学物質
フリーが良いですね。

天井や壁にもどうぞ！

結局、愛着もてる家にしたいのは当たり前。
そこにいる時間はとても長いのだから・
・
・常に触れているから
こそ良く選びたい。100種以上から選べます。

おすすめコスパ品

いずれも10,000円/㎡
例）6帖→約10万円

材工共

機 能性でエコ
サッシュ

断熱・防音
遮熱

その名も

ポイント

30〜50％off

新発想
断熱工事

今ある床や壁の上に
取り付けるだけ！

給湯器〜60％off

床暖・ムク床材・遮音床材

エコキュート＆エネファームも取扱い

ぬくもりを求めるなら床暖やムク
材がお勧め。それぞれ選べる種
類が増えてます。床暖は省電気
式がオトク。

Eco
エコ

ポイント

エコキュート 大特価！ 〜60％off
エネファーム オール電化が不安な方に、

安心のガス系発電システムです！

写真付きメールでも
お見積りできます。

収納家具

建設業登録 神奈川県知事許可（般）57128号

かたづかないのは…
収納に問題があるからです！

（椅子実物のお持ち込みは、ご遠慮下さい。）
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素敵な玄関アプローチや
庭づくりをお手伝い。

全面ガラス張り超開放感の開閉式サン
ルーム「オールグラスポーチ」新登場。
その他、ウッドデッキ／フェンス／擁壁／庭
造り／駐車場／門扉／カーポート／塀など

オールグラスポーチ

40〜50％off

各種屋根材、遮熱・断熱工法に熟知した
当社の工事を、一度ご検討下さい。軽量
化についての計算など、専門性の高い判
断も可能です。あわせて、その際の太陽
光発電についてのアドバイスも可能です。

太陽光ソーラーローン受付中！

照明各種

パナソニック
コイズミ
LED オーデリック

※LEDは除く

45%

oﬀ

台数限定なし

LED

40 %ﬀ

30〜

有り

o

時間外でも予約にて
見積や品選び等可能です

〒236-0014
横浜市金沢区寺前1-2-20

T E L : 0 4 5 - 7 81 - 3 0 9 5

51

外

［営業時間］9：00〜18：00

平日・土日・祝祭日も営業
ご都合で時間拡張を致します。
神 奈 川 県 知 事 許 可 5 7 1 2 8 お問い合わせください。
ご予約優先にて対応いたします。
※本紙有効期限：次号折込まで【201508版】

DPN-37706（ダイコー）
サービス ￥15,300（税別）

スタッフ
募 集！
詳細については
お問合せください。

業界経験不問

各社メーカー品の収納や家具職人
によるオーダー家具など、どちらも
より良い提案を心がけ世界にひと
つだけという満足や思い通りの使
いやすさを追求しています。

町屋

金沢警察署

至八景島

線
急行
京浜

愛着ある椅子がぐらぐらに−、
そんな悩みを解決します。一度分
解して接着・再生まだまだ使えます！
傷だらけの思い出ごと捨てるわけ
にはいかない事もありますよね。こ
れから張替でさらに新しい歴史を
刻んでみませんか。どんな椅子で
も新品同様になります。

石目、オールドブリック調、木目などデザ
イン性が豊富なサイディング。長寿命が
期待できるサイディング工事は、耐震補
強を同時に行うと費用対効果が抜群で
す。最良の機会に、適した措置を。

mitsuboshi
八幡神社

金沢区役所

ダイエー

サイディング

土日・祝祭日もオープン

ファミリー
マート

金沢警察署前

・アスベスト飛散防止屋根カバー工事
・耐震配慮サイディング工事ご相談受付中！

太陽光発電

約3,000円程度（8帖部屋での目安です。）

金沢
文庫

椅子張替

外 壁から外 構まで

三協立山 フェンス・門扉

マンションのムク+遮音もぜひご
相談ください。性能認定下地材
で安心の対策を行います。
ランニングコストは月間で

年間6万〜12万円ほどの光熱費削減効果。

平成17年度
資源エネルギー庁
長官賞受賞

※遮熱性、直射日光での断熱性能における比較。

12ミリの真空断熱層が、グラスウ
ール215ミリ相当の性能を発揮しま
す。従来の工期と比べ1/5〜1/10
の短期間で、高性能断熱住宅に早
変わり！

本格的な断熱・防音工事などもご相談ください。

※設置フリー オート16〜24号の場合

エコ

なんとグラスウール100mm厚以上※
コスト面、環境面でもECO。10〜20ミクロンの多層セラミッ
クビーズの反射効果。冷暖房効率が50〜70％改善。室内
用では結露対策に。その他ホルム分解／防音性向上／消臭
／防菌と多機能。断熱工事と塗装仕上げ工事が一度で済
み、しかも高耐久。

的！

画期

一般給湯器 ノーリツ・リンナイ 60%oﬀ

Eco

ー MOKUサッシ ー

断熱工事と併用で更に効果を発揮！省エネ減税もご活用ください。

LIXIL・三協立山・YKK

耐久性は
シリコン以上の
15年！

ポイント

ウォールインプラス／
フロアインプラスなど

Eco

ウレタン、シリコン、フッ素など
一般塗装も大好評！

屋根の
遮熱にも
大きな
効果！

断熱でエコ＆快適さの追求

エコ

外壁を傷めず簡単にサッシュ工事がで
きるスマートカバー工法で、工期も短
くコストも抑えて大変お得。
インナーサッシも大好評。

インナーサッシも木製あります

何 を 取り入 れ たら良 い
か、ぜひご相談下さい。

室内に塗っても大きな効果！

デザインにこだわって、輸入クロスを6帖
で通常品に比べて約4万円プラスから可
能にしました！
！ 1面だけのポイント貼りな
ら＋13,000円から。お手軽に輸入クロ
スを楽しめます。

無 垢 の 木 の 内 窓です。もちろ
ん、省エネ住宅ポイント対応。
やさしい手ざわり、使うほどに深
まる味わい。樹脂系の内窓では
出せない質感でありながら価格
は同程度。我が家がまるで輸入
住宅のように！

■ アカシア オイル塗装
■ ホワイトオーク オイル塗装
■ 樺桜 オイル塗装

他の塗装業者と
ご比較ください。

・楽しくて快適「デザインクロス」

リフォーム用シラス土 or
珪藻土 3,800円/㎡より

的な各種工事をご提案。

ガイナ／塗るだけで高性能断熱！

外壁
塗装

・空気感が快適「健康塗り壁」

ニオイや、調湿など日本の気候やライフ
スタイルを考えて、塗り壁やエコカラット
で心地良い環境に。家族の健やかな生
活をさりげなく支えます。

同時に行うと効果的・経済

外 塗りもエコ

塗り壁材や自然派クロス

■ キズも家族の歴史になる
なんといっても材料が呼吸しているんで
す。一緒に暮らしていくのがムクです。

遮熱シート
屋根裏断熱
太陽光
樋
外壁塗装
サイディングなど

横 暖ルーフ 断熱材つき超軽量・
高耐久の鋼板屋根材

・太陽光専用台座あり

第15806号

ほか付帯工事

多くのメーカー扱っております

エコグラーニ 60m/sの暴風にも

材工共

県知事登録

※表示価格は︑すべて税別です︒

Eco

地震 重い屋根の3D動的解析診断
対策 無料サービス実施中！

雨漏 赤外線サーモグラフィ活用
調査 超高確率で原因究明可能！

HFA7356（パナソニック）
サービス ￥37,800（税別）

コーディ
ネーター

自社広告による100%反響営業です。
提案や仕上がりへのお客様の喜びが直接
感じられる、やりがいのあるお仕事です。

作業員

現場清掃・片付けなど補助的な軽作業が
中心で、仲閒にとても感謝される、気軽な
がら重要なお仕事です。
（年齢不問）

