
リフォーム早期御予約会
春のLIFE UP MENU
 ecoプラザ
KITAKAMI

お問合せ・来店予約は

平日 8:00～17:00　土曜日 8:00～12:00　日曜·祝日 休み
岩手県北上市村崎野16-177

トライアル

石油ボイラー交換工事
※ボイラー本体＋交換設置費
　＋既存撤去処分費＋試運転調整

当社社員は定期的に抗原検査を行っております。安心してご来店ください。

エコキュート交換工事

※エコキュート本体＋交換設置費
＋既存撤去処分費＋試運転調整

498,000円～(税込)
フルオート460L
ボイスリモコンセット

今『ハイブリッド蓄電池』がオススメ!!
★高出力
★自動切り替え
★長寿命

生活スタイルによって
最適なご提案をいたします。　
価格はご相談ください。

268,000円～(税込)
直圧オートタイプ
(40,000Kcal)

295,000円～(税込)
直圧フルオートタイプ
(40,000Kcal)

318,000円～(税込)
エコフィール フルオートタイプ
(40,000Kcal)

★一般住宅屋根・店舗屋根・大型倉庫屋根
　・工場屋根から空地への野立てタイプまで

10年固定価格売電&
20年固定価格売電
随時受付中！！

家庭用蓄電池

太陽光発電

現場調査も致します！

住宅用
太陽光発電システム
SOLAR SYSTEMS FOR HOME OWNERS

こどもみらい住宅支援事業
子育て対応改修
　 13,000円
　 10,000円
　 19,000円
エコ住宅設備
　 5,000円

1
2
3

7

47,000円
キッチン合計

子育て対応改修
　 20,000円
エコ住宅設備
　 24,000円
　 5,000円
バリアフリー改修
　 5,000円
　 6,000円
　 28,000円
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エコ住宅設備
　 19,000円5
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88,000円 19,000円
トイレ合計

上記のプランでキッチン、バスルーム、トイレを、リフォームした場合 補助額合計

システム
キッチン

システム
バス

洗面
化粧台

●工事価格は含まれておりません。
　工事代は別途御見積りいたします。

本体価格
904,000円（税込）

本体価格
922,400円（税込）

本体価格
106,000円（税込）

100万円
税込

ポッキリ!!

リフォームで補助金がもらえる

　マルトク

得 3点 フルパック

2022年10月ご契約分まで予算なくなり次第終了

154,000円取得！

キッチン バスルーム トイレ

バスルーム合計

IHクッキングヒーター交換工事

95,000円～(税込)当社推奨品
★宅内・外200Vコンセント工事が必要な場合は別途
　御見積り致します。
※IHクッキングヒーター本体＋交換設置費
　＋既存撤去処分費＋試運転調整

スポット電化パック

548,000円～(税込)
エコキュート370L フルオート
＋IHクッキングヒーター工事パック

★宅内・外200Vコンセント工事が必要な場合は別途
　御見積り致します。
※標準設置費＋既存撤去処分費＋試運転調整

当店
オススメパック

プレゼントプレゼント
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話題の選べる特典をご用意！話題の選べる特典をご用意！

店頭に展示しております店頭に展示しております
※対象：2022年4月末までのご契約でご契約金額100万円以上のお客様

早期ご契約特典

先着10名様に
4万円相当を

住宅設備工事

当社は「こどもみらい住宅支援事業」登録事業者です

ユアシス BGAシリーズラクエラ当店
イチオシ
3点set

当店
イチオシ
3点set

オススメ！オススメ！

半額 半額 半額

最大30万円
全ての世帯

最大60万円
子育て・若夫婦世帯

極小気泡で
極上お風呂タイム！
話題の
シャワーヘッド

スピーカー搭載
     スマホでも操作できる

 スマート照明
B1

!"#$%&



雪害での困ったを解決します
雪で破損したカーポート、傷んだ屋根、外壁など…。ご相談ください

ecoプラザKITAKAMI
LIFE UPMENU

エクステリア

塗装工事

屋根・外壁工事

※軒天・破風・雨樋・雪止は別途ご相談ください。

(価格内訳)●屋根面積 70㎡●標準塗装費●諸経費 
※状況によって足場工事が別途必要となる場合があります。

(価格内訳)●外壁面積120㎡●標準塗装費●諸経費 
※状況によって足場工事が別途必要となる場合があります。

160,000円～(税込)

2,000円～(税込)

シリコン系塗装

軒天アクリル 1㎡あたり

【耐久性約10年】

1,600円～(税込)
破風シリコン 1㎡あたり

1,600円～(税込)
雨樋シリコン 1㎡あたり

■間口1.5間×奥行6尺

(積雪対応タイプ、オプション別)

■エルモ W1520×D820

■エルモ W1870×D1170

■エルモ W2220×D1520

■エルモ W2570×D1870

136,000円～(税込)
165,000円～(税込)
182,000円～(税込)
243,000円～(税込)

(積雪対応タイプ、オプション・確認申請費別)

■ラヴィージュⅢ 標準高 W2660×D5220
820,000円～(税込)

■ラヴィージュⅢ 標準高 W3010×D5280
850,000円～(税込)

■内部コンクリート
＋200,000円～(税込)

(H800mm タイプ)

■スチールフェンス　独立基礎仕様 12,000円～/m(税込)

■アルミフェンス　独立基礎仕様 18,000円～/m(税込)

■ブロック塀　化粧2段・ブロックベース込 15,000円～/m(税込)

シリコン系塗装
【耐久性約10年】 498,000円～(税込)

外壁重ね張り

防水コーキング 既存切剥がし打直し
（50m以上）

1,310,000円～

800円/m(税込)

415,000円～(税込)

外壁目地チェック！劣化してませんか？

※10m以下は別途御見積

ライフアップメニュー

写真が
入ります

(積雪 50cm 樹脂床納まり)

サンルーム工事

ヨド物置

フェンス

ヨドガレージ

(価格内訳)●屋根面積 70㎡ ●既存剥がし●標準施工費 ●産廃処分 ●諸経費 
※状況によって足場工事が別途必要となる場合があります。
※現場状況により、ジョイントを使用する場合もございます。
※見積り参上いたします。

 ※オススメ外装材 ＋標準施工費＋諸経費込

598,000円～屋根リフレッシュ工事

断熱工法は別途ご相談ください
インターロッキング(施工面積 6㎡ 換算)

■当社指定品敷仕上 158,000円～(税込)

ウッドデッキ(土間コンクリ別)
■間口1.5間×奥行6尺

■間口2間×奥行6尺

■間口3間×奥行6尺

198,000円～(税込)
258,000円～(税込)
345,000円～(税込)

テラス屋根(積雪50cm 対応タイプ)※ハツリ別途

■間口1.5間×奥行4尺

■間口2間×奥行6尺

158,000円～(税込)
256,000円～(税込)

※本体標準施工費＋諸経費込、確認申請費別途

その他1台用、3台用各種タイプございます。
お気軽にお問い合わせください。

その他サイズもございます。
お気軽にお問い合わせください。

カーポート (積雪 100cm 対応タイプ)

■2台用

448,000円～(税込)
並列(4本柱)

※本体標準施工費＋諸経費、ハツリ・残土処分費別途

●アスファルト36㎡　(2台用プラン)
■オプション

+40万円～(税込)
●コンクリート36㎡　(2台用プラン)

+48万円～(税込)屋根

雨樋工事　半丸

屋根

外壁

外壁

外壁

※下部コンクリート別途

※本体＋標準組立費＋アンカー工事＋諸経費＋基礎工事込

オススメ外装材／外壁面積 120㎡

3,800円～

(税込)

(税込)

(税込)

塗膜変退色最長15年保証

ビフォー

アフター


