2010・11月号 vol.67

・ﾘﾌｧｲﾝは､ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工が使用している商標登録です。
・ ﾘﾌｧｲﾝｼｮｯﾌﾟは､住まいのﾘﾌｫｰﾑの独立経営店です。

建築一筋４３年！新築注文住宅もおまかせ (有)中川建設

・工事請負契約は､お客様とﾘﾌｧｲﾝｼｮｯﾌﾟ運営会社との間で行われます｡

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nakagawa－kensetsu.jp/

Eﾒｰﾙ

ホームページ
リニューアルしました！
【 小松市 中川建設 】
で検索♪

info＠nakagawa－kensetsu.jp
お気軽にお電話ください！

電

話

●一級建築士
●二級建築士
●二級福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
…常駐店です。
お部屋の模様替えや、
手すりの取付、段差解消…等
お気軽にご相談くださいませ。

０７６１－２０－４７００

建築許可/石川県知事許可 (般-18)第11047号
一級建築士事務所登録/石川県知事登録 第12545号

こんにちは！リファイン小松中央＊(有)中川建設です。
日に日に 紅葉も色づき、秋が深まってきました。一雨ごとに寒さも増していますが、みなさまお変わりございませんでしょうか。
朝晩の気温の変化が激しい季節です。これからますます体調管理にはお気をつけくださいませ。
暖房をつけ始めるご家庭も多いと思います。火の元への注意、窓の結露、暖房している部屋と廊下･水周りの気温差、などなど…
冬場、特に気になることは、お住まいの改善でも解決されることがあります。ご相談や小さな修理なども お気軽に声掛けくださいね！

エコ内窓・樹脂サッシの取付けをされたお客様から…

祖父母の居間として使っている、2間続きの和室の障子を外し、
樹脂のサッシを取り付けしてもらいました。今年の夏は、
例年以上に暑かったのにもかかわらず、冷房の効き目が
すごく良くなりました！冬場の暖房の効きも期待できそうです。
H22.6月ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU取付

①和室
プラマードＵ（荒格子付）
※実際の写真です

小松市Ｔ様より

押入

板の間

なかがわより
Ｔ様邸(築20年)は今年5月。
トイレに白アリの被害があるのを発見し、
白アリ駆除と共に、トイレをリフォーム。
トイレの在来床の土間タイルを 撤去の上、
床下換気口を設置。通風が出来る様にし、
床張にリフォームしました。

①和室

プラマードＵ（荒格子付）
1700x1200
53,000円

②エン

プラマードＵ
3500x2180 132,000円

③トイレ

押入

仏

床の間

エコポイント
12000円分

祖父母用(居間)
エコポイント
12000円分

祖父母室(寝

ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU

ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞ

①写真

プラマードＵ（ｶﾊﾞｰ工法：外窓交換）
700x 700
68,000円
エコポイント

②写真
エン

7000円分

その際、トイレの窓と、家全体の各部屋の
窓も、 断熱熱改修（内窓設置）施工し、
トイレのバリアフリー改修とあわせ、

エコポイント162,000 ﾎﾟｲﾝﾄをゲット！
（16万2千円相当分）

トイレバリアフリー
・段差解消
・手すり取付
・出入口拡張
計35,000円分ﾎﾟｲﾝﾄ！

③トイレ外部
ﾙｰﾊﾞｰ窓から
滑り出し窓に取替 ♪

【即時交換】でトイレ改修工事の
費用に充当しました！

ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU
(ｶﾊﾞｰ工法)

カバー工法って？
既存のサッシ枠は
そのまま。外壁は
触らずに取付ＯＫ！

トイレリフォームでは、
既存の20年前の洋便器(13L洗浄)から、
節約型便器(4.8L洗浄)に、取替も
させていただきました。

②エン

従来のトイレ大･洗浄13L
節約型トイレ大・洗浄4.8L！

③ 洋便器と小便器を設けた
トイレ。腰壁 兼 手すりで、
空間分けをしてスッキリ♪

←③ 写真

節約型トイレに取替え

ご満足いただけ大変嬉しいです。
ありがとうございまし
た！

トイ

節水･節電のタンクなしトイレ

○水道代、20年で…
約１５万円の節約！
下水道料金も同じ割合で、
安くなります！
○さらに！省電力なので、
電気代の節約 にも♪

■ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞＵ費用＆ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ 費用例■
【金額は材料･取付費 すべて込み】

○大 1700x1800mm

５８,０００円

（ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ１８,０００円分）

○中 1700x1000mm

３０,０００円

（ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ１２,０００円分）

○小

750x 700mm
（ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ

２２,０００円
７,０００円分）

工事・価格に自信アリ！
見積もり、ご相談なんでも
お問い合わせくださいませ♪

既存の窓が
ペアガラス
でも…
内側に、
窓をプラスし、
さらに！
断熱性アップ↑
できますよ♪

ヒートショック とは…浴室と洗面所などの大きな温度差で
おこる急激な血圧の上下降や、脈拍の変
化！ 温度差に
ご注意を！

そんな温度差での事故を防ぐために、
簡単で効果的な方法が、内窓の設置です。
●色柄６色
お部屋に合わせて
選べます♪
ウラ面も情報いっぱい♪

見積りやご相談はお気軽に！

０７６１－２０－４７００リファイン小松中央

平成23年

ポイント発行申請期限
平成２４年３月３１日まで
平成24年3月31日まで
注

(ポイント交換申請期間平成
25年3月31日まで）
平成25年

■住宅版エコポイント速報■ １年間延長！平成２３年１２月３１日着工分まで が住宅版エコポイント対象となります。
エコポイント利用で、本格的な冬前に

窓の断熱化

しませんか？サッシの結露対策・暖房機の効率アップになりますよ！

秋冬を彩る花
寒い時期、庭を彩る『花』の存在でぬくもりを感じます。
寒さに強く、手入れが比較的簡単なものが人気のようです。

■秋冬の花 * 人気ランキング■
１位

(参照:日経ﾌﾟﾗｽ1)

パンジー・ビオラ

色や形が豊富で、好みを選びやすい。
ガーデンシクラメン

華やかにしてくれます。
クリスマスローズ

ご存知
ですか？

花びらに見える部分は実は「がく」
少々手抜きしても毎年自然に咲きます。
おいしい
レシピ♪

ビルトイン食器洗い乾燥機

■まめちしき■ キッチン寿命は …約２０年。
食洗機の寿命は…約１０～１５年
毎日使う食洗機。キッチン本体よりも先に、傷んでくるんです。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寒々しくなりがちな冬の花壇を
３位

ラクラク施工♪買換え専用機種！

既存のキッチンはそのままで、
現行の奥行き６５センチキッチンはもちろん、
奥行き６０センチにも対応します！
新規で設置も可能です（※給排水工事必要）

寒さに強く、開花時期も長く楽しめます
２位

～水・電気・時間。ｴｺ＆節約しませんか～

① エコ効果

エコナビ搭載。センサーで汚れや食器量を検知！
自動的に 節水・節電します。在来型のものよりも
１年間で約６千円節約！できることになります。

② 洗浄性

ミスト洗浄で、洗剤量が少なく済み、
食器にやさしく、汚れと菌をパワフルに洗浄！
お子様の樹脂性食器も、低温コースで清潔に♪

③ 使い勝手

これまでの前開き式は、かなり腰に負担かかるもの。
引き出し式の食洗機は、上から出し入れでき、
ママ ラクラク♪
ラクな姿勢でスムーズにセットできます。
操作ボタンも使いやすい位置にあります。
面倒な開閉レバーもありません。

簡単♪紅茶豚（●＾o＾●）の作り方♪

準備するもの♪

・豚バラブロック 適宜
・お水
豚ブロックが浸る量
・紅茶ティーパック ２個
・ﾎﾟﾝ酢
適宜

☆出来上がり☆
♪＼(^o^)／♪

①お水が沸騰したら ②鍋から取出しｽﾗｲｽ ③味が染込んだら
紅茶ﾃｨｰﾊﾟｯｸと豚肉を ﾀｯﾊﾟｰに入れﾎﾟﾝｽﾞを お皿に盛付好みで
紅ｼｮｳｶﾞなどを散し
ホオリ込み３５分♪
かけ冷まします♪
たら♪完成(*^^)v

最新 食器洗い乾燥機 の スゴイところ！

詳しいパンフレットございます。
ご相談やお見積もり、お気軽にお声かけくださいませ。

新築、増築、リフォーム、修理 … なんでもどうぞ！
お住まいの『困った…』『気になる…』こと。
お気軽にお声かけくださいませ。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nakagawa－kensetsu.jp/
Ｅﾒｰﾙ
info＠nakagawa－kensetsu.jp
電
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所在地

0761―20－4700
小松市福乃宮町２丁目１２５番地

有限会社

中川建設

旧国道8号線

