
文化シヤッターのリフォーム部門

0120-177-860
イ ー ナ 　 ナ ン デ モ 　 　 ヤ ロ ウ

http://yutori-s.jp/
ホームページもぜひご覧ください も

チェック!!

ゆとりフォームさっぽろ 検索 ゆとりフォームさっぽろ 検索

ゆとりフォームさっぽろの折り込みチラシは、『標準工事費込』『消費税込』の安心価格です。

見積
無料

リフォームの
相談窓口

まずは現場を
見せてください!無料

住まいのことなら『ゆとりフォームさっぽろ』  あなたと一緒に、快適な住まいづくりを考えていきます。
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ゆとりフォームニュース
保 存 版

お電話受付▶AM9:00〜PM7:00

⑦W1,700×H1,200

樹脂内窓〈三協立山〉プラメイク
（ペアガラス）

4.1万円～ 6.3万円～〈60見込〉

〈80見込〉

工期約半日 標準工事費込

工期約1日
標準工事費込

2.7万円～工期約1日
標準工事費込

⑧W1,700×H1,700
7.3万円～

32〈LIXIL〉リシェントⅡ

⑪湿度センサー付
　ロスナイ

断熱玄関ドア取替え工事

4.5尺 E61型
片袖・ランマ・ポスト口有
アルミ色（トステムカラー）

結露の原因となる湿度をセンサーが
感知して自動運転！室温を殆ど変えずに
給排気

⑫湿度センサー付
　パイプファン
お部屋の湿度調整に

13,900円／㎡～工期約2～3日
標準工事費込

9.1万円～工期約1日
標準工事費込

㉑インテリア壁材
　エコカラット〈LIXIL〉
余分な湿気を吸収してお部屋をカラット
臭いの原因成分も吸着してニオイ問題もサポート

③押入れ結露軽減策
押入れ内部を押入れボードに貼り替え、
収納スペースのジメジメをおさえて健康快適に！
約10㎡

27.4万円～工期約1日
標準工事費込

⑰〈三協立山〉ノバリス
4.5尺 片袖・ランマ・ポスト口有
カラーバリエーション2色

29.3万円～工期約1日
標準工事費込 画像はイメージです

8帖用

10㎡以上
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その問題、
『文化シヤッターゆとりフォーム
さっぽろ』にお任せください!!

家の中の結露って気になるけど、
どうしようもないんでしょ？

Q1 結露で困っているお家って多いのかな？

ANSWER
　意外と多いようです。対処方法がわからず
そのまま放置してしまっている方も。
●毎朝、窓の拭き取りが大変
●押入れの湿気の臭いが気になる
●カーテンや家具が傷んできた

Q6 例えば窓を変えると、
どれくらいの費用がかかるの？

ANSWER
　結露対策用にペアガラスの窓にした場合、1枚あたり
（W1,700×H1,200）約4万円から行なっています。ほ
かにも壁材や玄関ドアなど結露軽減商品をたくさん用
意しているので、気軽にご相談ください。

Q7「ゆとりフォームさっぽろ」はどんな対応してくれるの？
ANSWER
　私たちは「お客様の住まいの困りごと相談を受
けるリフォーム会社」を目指しています。ですので、
リフォーム提案も含めて、お客様にとって何が一番
ふさわしいかを考えて提案させていただきます。

Q3 結露の原因ってなんなの？

ANSWER
　原因は単純ではありません。さまざまな要因が重
なって結露になります。主な原因は「建物によるもの」
「生活スタイルによるもの」の2タイプ。代表例として以
下を挙げておきますね。
●壁や窓の断熱性能が低い ●建物の換気が悪い
●洗濯物を部屋干ししている ●加湿器を使っている
●浴槽にお湯が溜まっている

Q4 自分でできる対処法ってあるのかな…

ANSWER
　結露は「生活スタイルによるもの」も多いので、ご家庭でできる対処方法
もあります。まずはできることをチャレンジしてみましょう。
■窓を開けて換気する
朝晩2回は窓を開けて換気します。その際は、
クローゼットなども一緒に開けるのがよいです。
■サーキュレーターや除湿機を使う
部屋の空気を動かすために、サーキュレーター
や除湿機を使ってみてください。

Q5 それでも結露が
軽減できないときは？

ANSWER
　業者に相談するのがよいですね。ただ、
先にも述べた通り結露の原因はさまざま。
ヒアリングや現場検証が必要となるので、
信頼できる業者が好ましいと言えます。

Q2 最近、壁のクロスが剥がれたり、床がギシギシ
するのよね…

ANSWER
　その症状も、もしかすると結露
の可能性が。結露は目に見える
水滴だけではありません。壁や床
の中に発生して、カビの温床と
なっているケースもよくあります。

「いいね!
」

してね!



給湯機給湯機リフォーム

リフォーム

リフォーム リフォーム
TOTO・LIXIL・タカラ・クリナップ・ウッドワン　他

48TOTO
I型2550 ザ・クラッソ
ステンレススクエアすべり台シンク
タッチスイッチほうき水栓

78.7万円～

④LIXIL
I型2550 シエラ
北海道限定HKDパッケージ
スライドストッカータイプ
ワークトップ 人造大理石

56.9万円～

49クリナップ
I型2550 ラクエラ
引出し仕様
静音シンク
ワークトップ ステンレス

58.7万円～

⑰ノーリツ

14.1万円～

OX-307F
（32,500kcal）
セミ貯湯、FE式

⑮コロナ
UIB-SA38XP
（33,000kcal）
直圧FF式

⑯コロナ
UIB-AG47XP（FFW）
（40,000kcal）、直圧FF式

⑥サンポット
HMG-Q397MKF（33,000kcal）
直圧FF式、減圧弁、
音声ナシ、簡単リモコン付

⑲ノーリツ エコフィール
OQB-CG4704WFF-RC
高効率石油ふろ給湯機
（40,000kcal）

壁掛け給湯機 据置給湯機

工期約3日 標準工事費込

TOTO・パナソニック・LIXIL・クリナップ  他 工期約半日 標準工事費込

②畳からフローリングへ改装〈6帖〉

①押入からクローゼットに改造工事

工期約1日 標準工事費込

工期約2日 標準工事費込

13.0万円～

11.5万円～

フローリングはお掃除らくらく
〈工事内容〉
●床・畳撤去・下地垂木・ラワンベニヤ工事
●フローリング貼り　※床断熱工事は別途

見た目すっきり、収納力UP!!
〈工事内容〉
●パイプハンガー ●枕棚 ●クローゼット扉
※収納内部の壁・天井クロス貼りは別途

パック

パック

34遮音フローリング〈ノダ〉
　LL-45ネクシオ ウォークフィット

③和室を洋室に改装〈6帖〉

工期約2～3日
標準工事費込

工期約3日 標準工事費込

9,200円／㎡～

25.9万円～

マンションの床カーペットを
フローリングにノンワックス

〈工事内容〉
●床一畳撤去・下地垂木・12㎜ラワン・ベニヤ工事・フローリング貼り
●壁一胴縁下地・石膏ボード貼り・クロス貼り
●天井一4㎜ラワンベニヤ貼り・クロス貼り
　※扉は別途

パック

16.5万円～

24.8万円～

18.9万円～

●工事内容／キッチン解体・取付、水道、ガス、電気、キッチンパネル貼、
　廃材処理含む

ノーリツ・サンポット・コロナ 他 工期約半日 標準工事費込 薄型給排気トップ

10㎡以上

㉒TOTOサクア
三面鏡・開き扉

13.5万円～

エアインスウィング水栓、
洗面台の高さ75㎝か80㎝ 選べます
奥ひろ収納 奥 ひろし、
●ホワイト限定

⑰一面鏡洗面化粧台
LIXIL「PVシリーズ」

5.6万円～

〈一面鏡巾75㎝〉
シャワーホース内蔵、
くもり止めコート、蛍光灯照明、
●ホワイト限定

㉛お値打ちタイプ

標準工事費込壁・天井のクロス貼り替え

1,300円 6帖間だと
43,000円くらい

100種類。防カビ性壁紙・
シックハウス対策品

32人気タイプ 1,700円 6帖間だと
56,600円くらい

1,000種類以上。
意匠性も高いクロス

タイプ ㎡単価 ご参考 備　考

17.4万円～エネルギーを95％もお湯に変えます。これまでより灯油も
CO2も約13％減らせます。 

洗面台洗面台洗面台

室内室内室内

リフォーム

ゆとりフォームさっぽろの折り込みチラシは、
『標準工事費込』『消費税込』

の安心価格です。

外壁・屋根外壁・屋根外壁・屋根
工期約10日 壁面積40坪目安

壁面積40坪目安

足場・標準工事費込

40.5万円～
⑱外壁シリコン塗装

工期約7日 標準工事費込高耐久・低汚染・浸透性

12.5万円～
⑳屋根シリコン塗装

工期約2日 標準工事費込耐久年数8～10年

①ニチハ
D型ノースウッド

金属サイディング

92.4万円～
㉕アイジー工業
NF-ブレンダスタ
99万円～

軒天塗装別途・足場含む

※足場は含まず
屋根面積20坪目安

54.2万円～
⑯屋根板金工事

工期約2日 標準工事費込

屋根面積20坪目安

屋根2回塗り、足場含まず

マンション用 工事パック

戸建用 工事パック

戸建用 工事パック

TOTO・LIXIL・パナソニックAWE　他 工期約4日 標準工事費込

⑮パナソニック AWE
Eタイプ1616

62.5万円～

⑦TOTO もっとひろがる
WBシリーズ1216N
カラリ床、魔法瓶浴槽、
エアインシャワー

39LIXIL
アライズE1616
高断熱浴槽、くるりんポイ排水口、
キレイサーモフロア、サーモバスS

67.6万円～

●パック工事の内容は、既存ユニットバス解体・組立、給排水設備工事、
　電気工事、大工工事、内装補修

保温浴槽、
サーモシャワー混合水栓、
収納棚2段・断熱組ふた

80.4万円～

㉔浴室換気扇
　壁・天井用

㉒浴室用
　サーモ付混合栓

3.3万円～ 1.7万円～

●標準工事内容／取替工事・廃材処理・電気工事含む
工期約半日 標準工事費込

3.5万円～2.6万円～

32浄水器内蔵シングル
レバー水栓交換工事
タカギ
JA306XK

㉚シングルレバー
水栓交換工事
KVK
KM5011ZT

7.7万円～5.3万円～

㉘レンジフード
（フラットタイプ）
パナソニック
W600

㉗レンジフード
（シロッコファン）
富士工業
W600

工期約半日 標準工事費込 工期約1日 標準工事費込

住まいの困りごとどんなことでもご相談ください!!

外壁診断・
点検実施中!!

無料!

システムキッチンシステムキッチンシステムキッチン

リフォーム浴室浴室浴室

リフォームトイレトイレトイレ

エクステリアエクステリア

リモデルタイプ

TOTO・LIXIL・パナソニック　他 工期約1日 標準工事費込

ECO5
お掃除ラクラク、便座リフトアップ付

40LIXIL
ベーシア BA3Gタイプ

12.5万円～
ウォシュレット一体型トイレ
深ひろボウルで手洗性バツグン

39TOTO HV

14.4万円～

※トイレ取替え、床クッションフロア貼、廃材処理含む
※配管工事が必要な場合は、別途工事が必要になります。

●ホワイト限定

気になる方は
無料診断を!

工期約1日
標準工事費込

①スチール製カーポート
ゆきぼうし
〈文化シヤッター〉
積雪150㎝対応4本柱　1台用
頑丈な柱と梁で雪から愛車を守る！
屋根勾配横流れタイプ

32.7万円～ 工期約1日
標準工事費込32.7万円～

工期約1日
標準工事費込 37.5万円～ 工期約1日

標準工事費込 42.4万円～

③ガレージ
BXガレージ BX8-2000
〈文化シヤッター〉
巾2,940×高さ2,280×奥行5,460
※開口高さ1,730mm
　積雪150cm対応

④ガレージ
カスケードガレージ 
NS-2000 〈日江金属〉
巾2,940×高さ2,280×奥行5,460
※開口高さ1,730mm
　積雪180cm対応

②アルミ製カーポート
折板カーポート
●強さと美しさを備えたアルミ製
　1台用6本柱
●積雪150cm対応！！
　愛車をガード

リフォーム

①アスファルト舗装
（路盤工事含む）
掘削300・アスファルト30・枠石270
残土処分共 民地石別途

③普通ブロック塀
ブロック5段（基礎工事含む）
笠付 高さ1,100
最もポピュラーなタイプ

工期約1日 20㎡以上

7,000円／㎡～
工期約7日 10m以上

29,300円／m～

バリアフリー相談
受付中!!

札幌市白石区南郷通16丁目南1-20　TEL011-861-5523
60分
お電話をいただいたら…

文化シヤッターのリフォーム部門
以内に
伺います。

私たちがご相談に応じます
〈ゆとりフォーム〉有資格者

お気軽にお電話ください。 土・日・祝日も営業しています。

●1級建築士
●2級建築士
●1級建築施工
●2級建築施工
●2級福祉住環境コーディネーター
●増改築相談員

……………………3名
……………………1名
…………………3名
…………………2名

1名
…………………1名

0120-177-860
イ ー ナ ナ ン デ モ 　 　 　 ヤ ロ ウ

お電話受付 AM9:00～PM7:00

HBCラジオ
CM放送中!

★チラシ有効期限：平成３０年11月末日★

手すりを取り付けたり、
床の段差を解消したり、
安心・安全で暮らしやすい家に
リフォームするための相談をお待ちしています。

本当に張替工事が必要？
補修や塗装で済まないのかな？
どうぞお気軽にご相談ください。
専門スタッフが診断・点検させていただきます。

★★★★★★★★キッチン廻り★★★★★★★★

★★★★★★★★★浴室廻り★★★★★★★★★
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