CCB【B4パンフレット 表面】D案 サイズ：左右364㎜257㎜

7月22日付 入稿用データ

住まいのお悩み解決します！

T E L 044
（281）7811
http://www.ccb-house.co.jp/

C a l s・C o n f i d e n c e・B u i l d
まずはご連絡ください。

結露
カビ

TEL

044（281）7811

マンションが北側で結露やカ
ビに悩まされています。
しかも、
最近湿っぽい臭い（カビの臭
い）が気になるようになった。

調湿・消臭の機能性を持った建材がありますので、
まず相談の内容を教えてください。

健康建材（呼吸する壁・空気をきれいにします）

珪藻土

エコカラット

ペット

友達が先日遊びに来た時に、
『ペ
ットの臭いが気になる』
と言われ
てショック！
！猫の爪研ぎで痛んだ
柱や壁面にも悩んでます。何か
良い方法はありますか？

ペットに関する相談は多く、
様々なご相談に対応します。
ペットの臭いだけでなく、
トイ
レの問題やお散歩の際の足
の汚れなど何でもご相談くだ
さい。

バリア
フリー

我が家の段差や階段が気にな
り出しました。将来にそなえて安
心で安全なバリアフリーの住ま
いに変えたいのですが。

キッ
チン

わかりました。それぞれの住宅のニーズ（一戸建て・
マンション等）
に合わせ
てご提案させて頂きま
す。ご希望をぜひ教え
てください。

大丈夫ですよ！ ご家族のご要望を
伺い収納スペースや照明、水周り
など理想のキッチンが実現します。

パッチカラット

ガーデ
ニング
水
まわり

暗くて狭いキッチンをなんとか
直したい！ 趣味の仲間やご近
所のお友達とワイワイ料理をし
ながらくつろげるようにしたい！

便 器 や 洗 面 台 の 水アカ取り
や、清掃がタイヘン！
！
もっと簡単にできないかな〜？

今は防汚加工に優れた便器、キッチン、洗面化粧台が
販売されています。さらに省エネ！
！
超節水の便器（従来の約半分）
や電気代がかからない
工夫など実際にご覧になって選んでください。

収納

家族の成長の変化に伴って、
収納スペースが少なくて困っ
ています。今後のライフスタイ
ルを考えてプランなんかもして
もらえますか？

もちろんOKです！ 小さかったお子さんの自立（結婚・
就職・進学など）
に伴って生活スタイルは変わります。
機能的で充実した収納プランをご提案します。

店舗
改装

現在のお店をリニューアルした
い。また、住宅の一部を新たに
店舗にしたい。オフィスの改装
を考えている。 など・
・
・

腰を痛めてから誰も世話がで
きず荒れ放題になっている庭
を綺麗によみがえらせたいの！

お任せください！ 庭が綺麗になると心まで明るくなり
ますよね。

お店のリニューアルはそのまま集客力のアップや仕事
量、増収につながります。最近では趣味や経歴を生かし
て自宅を改装してお店にされる方も増えてきています。

貴重な地球資源である水を大切に使うことを
考えた
「超節水ECO6トイレ」。
洗浄水量をわずか6リットルに減らしました。
節水効果は2日間でおフロ1杯分以上です。

設計１つでこうも変わるのかと感動
しています。明るくなったねとお客様
から好評の声をいただいています。

CCB【B4パンフレット 中面】D案 サイズ：左右364㎜257㎜

住まいの多種多様なアイテムの
小さな悩みやご希望をカタチにして
いくのが私たちの仕事です。
洗面台

防水工事

なかなかデザイン性に優れて
いて技能的ものがみつからな
いという方、
ご相談ください

住まいの長期間の品質や
暮らしやすさを考えましょう。
省エネ対策もご提案します

キッチン

植栽

家族が集い親しい仲間と
お料理を囲んでワイワイ
ガヤガヤ。使いやすさや
安全性などご相談ください

一本の樹木が家の象徴とな
り、暖かさを演出する場合も
多くあります。ガーデニング
の長期計画を

7月25日付（再）入稿用データ

外壁
常に外気にさらされ、寒暖の厳
しい自然環境と戦ううちに劣化
が進みます。早めのチェックを！

耐 震・耐 火
地震大国の日本にあって
地震対策は不可欠。形態や
築年数に応じて診断します

水 回り
それぞれの部屋をより清潔
に気持ちよくお使い頂けま
すようご提案させて頂きます

「こんな事はできますか？」とぜひ一度
ご連絡ください。無料でお見積もりを
させていただきます。
畳

冷暖房（床暖房）

「畳」は今や世界が注目する
エコ素材です。琉球タタミな
どアートな畳もご用意します

省エネ・エコタイプなど最新
の機種や床暖房のコスト
など何でもご相談ください

段差解消

壁材

加齢により将来かなり使い
づらくなる住まいを、今の
うちにチェックし快適な
住まいを考えましょう

湿度の調節ができたり、
消臭など多機能の壁材の中
からご希望のアイテムを
選びます

鍵（防犯）
今、安心と安全は住まいの
原点です。お好みの最新
モデルをご用意します

ドアノブ
洒落ていて、長い時間飽きが
こないものを、打ち合わせの
中でセレクトします

アンテナ
地上デジタル放送やネット
社会に対応するアイテムを
ご用意します

都市公団や分譲中古マンション、
戸建の中古住宅を理想の住まいに大変身！

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目10番6号
TEL:044
（281）
7811 FAX:044
（281）
7893

中古物件を完全リフォームして快適に生活するスタイルのご提案

今が
チャンス！

本年12月31日
まで実施

今すぐにでも
リフォーム
したいけど、
手元資金が
ないしなぁ〜

そうねぇ〜
できるだけ
貯金は切り崩し
たくないしねぇ〜

オールLIXIL 無金利リフォームローンキャンペーン
■ 実施期間
■ 実施内容
■ ローン内容

※このローンには事前審査がありますので、
あらかじめご了承下さい。

●くわしくはC・C・Bまでお問合わせ下さい
TEL

044
（281）
7811

http://www.ccb-house.co.jp/

リフォームローン

金利が

0

60

分割払い

最長

％

回まで

2016年5月1日〜12月31日
施主様のリフォームローン金利
手数料をLIXILが全額負担
融資金額：20万円以上〜
2,000万円以下
支払回数：最大60回まで

まずは

C・C・B

エアコン

1台

CCBはエアコン専門会社（RECB）を
併設。そこで！東芝、
ナショナル、
ダイキン
など家電メーカーのエアコン新品を
10台限定でご提供

限定

10台

までご連絡
ください

OK！

air‐conditioning
エアコンクリーニング
エアコン新品！

￥65,000〜
￥70,000

※エアコン新設取り付け工事の価格は
6畳用と標準工事（冷媒管４Ｍまで）です

特典！

現在設置の古いエアコンの
撤去、処理費込み！

￥9,260（税別）

エアコンの内部に潜むカビやホコリを分解洗浄する
ことでご自宅・店舗・オフィスのいやな臭いや
タバコ臭が消えます。
さらに効きが良くなり、
電気代の節約が期待できます。

エアコン内部の汚れが原因かも？
いやな

臭い
不快な

作動音

アレル
ギー

