2008年12月号 土地〜建物まで、地元で 創業３３年 ･㈱はが建築社の 暮らし豊かな

キャンペーン情報！

耐震防火

一筋
技術第一

今回は、年内[１週間以内]で出来る工事の特集です。新たな気分で新年を迎えましょう。是非ご参考になさって下さい。

【洗面室あったかリフォームパック】

【キッチンまるごとリフォームパック】

☆工事期間：１日

クリスマス特価：９.５万円

☆工事期間：１週間

クリスマス特価：６５万円

※消費税･材料･工事含む

裸になる洗面室こそ！専用の暖房機を設置して、住宅内の
温度差を無くし、ヒートショック防止にも効果的です。
マックス 洗面室暖房機 壁付タイプ BS‑K150

クリナップのラクエラ 間口255cm､引出
し収納。タイルだった壁はキッチンボ
ードで､お手入れラクラク♪扉は出っ
張り無しのライン取っ手。３口のガス
コンロはSi安全センサー付で安心。

〔工事内容〕
1)電源100Ｖ取出し
2)本体取付
3)電源接続
4)カバー取付
5)試運転

※特別仕様は、別途お見積致します。

★オススメ"ついで"工事
（特別仕様）
【６帖床フローリング仕上】
【６帖台所壁ﾋﾞﾆｰﾙクロス貼替】
【６帖台所天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼替】
【ﾋﾞﾙﾄｲﾝｽﾗｲﾄﾞ食器洗浄乾燥機】
【３口ＩＨコンロ200V】

★オススメ"ついで"工事
（特別仕様）
【システムバスに改造】
【エコキュートを導入】
【追炊き付給湯機取替】

※特別仕様は、別途お見積致します。

【外壁まるごとリフォームパック】

☆工事期間：１日
節水型フチなしサイクロン洗浄便器
がオススメ!
コンパクトでスマートな形の便器。
便器は汚れが付きにくい抗菌仕様。
ココクリン節水便器

※(消費税･材料･工事含む)

〔工事内容〕
1)既存便器・床解体
2)給排水配管位置替え
3)床コンパネ・下地
クッションﾌﾛｱ仕上
4)壁ﾋﾞﾆｰﾙクロス貼替
5)天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼替
6)新便器・便座取付

☆工事期間：１週間

クリスマス特価：１９５万円

※（消費税･下地・材料･工事含む）

〔工事内容〕
1)既存モルタル外壁に下地胴縁取付
2)建物周り付属品一時外し（エアコン・電線・電話線など）
3)外壁軽量ガルバニウム鋼板サイディング重ね張り(断熱材付)
4)窓周り開口部水切り板金処理・コーキング処理
5)軒天井・破風周り板金処理
6)仮設足場設置・撤去（養生シート含む）

※コンセントが無い場合は
別途工事費がかかります。
※床・壁がタイル張りの場合
は、現地確認の上、お見積
もり致します。

※特別仕様は、別途お見積致します。

〔工事内容〕
1)既存ｷｯﾁﾝｾｯﾄ解体
2)給排水配管位置替え
3)壁ｷｯﾁﾝパネル仕上
4)新ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ設置
5)換気扇･照明･電気工事
※ガス配管工事は別途です。

【トイレまるごとリフォームパック】
クリスマス特価：１６.５万円

※税･内部解体･材料･工事含む

※上記工事は建坪30坪にて計算しています。
それ以外の場合は、別途お見積り致します。

★オススメ"ついで"工事
（特別仕様）
【屋根軽量ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板重ね張り】
【雨樋取替】
【窓ｻｯｼ防音ペアガラスサッシ】
【玄関ドア防犯断熱タイプ】
【外壁セラミックス塗装】

★オススメ"ついで"工事(特別仕様)
【洗面化粧台幅75cmシャワーﾀｲﾌﾟ】
【手摺り付便器（アラウーノ）】
【タンクレス便器】
【浄化槽→本下水切替】(該当地域)
【換気扇】

※上記写真はイメージです。

☆リフォームローン ご利用いただけます。

（ライフステージに合わせた増改築に）
ご融資金額：最高1,000万円

有 利 な 金 利 で 暮 ら し を 応 援 ！
例）100万円分まるごとリフォームパックの場合
[設定条件]
毎月のご返済額
◆借 入 希望 額：100万円
◆ﾎﾞｰﾅｽ併用率：０％
◆ご 返 済期 間：５年
★さいしんの"リフォームローン"ご利用の場合
◆ロ ー ン金 利：３.０％

１７,９６９円

毎月少しずつの返済なら、大丈夫。

ご融資機関：１５年以内

ご利用可能な方 ・満20歳以上の安定継続した収入のある方（パート・バイト不可）
・ご自分がお住まいになる住宅（申込本人所有または同居家族
所有）が対象
・埼玉縣信用金庫の営業地域内に居住または勤務する方

（2008年12月１日現在）

★ご相談・現場確認・お見積りは全て無料ですので、まずはお気軽にお問い合せ下さい♪

新 築
沼 南
歩10分

売 地
上 尾
歩23分

２,５ ８ ０ 万 円
南向きで陽当たり良好！

◆物件概要◆
↓カーナビに入力↓ ●取引態様／売主（仲介料かかりません）
●所在地／上尾市原市９６９−１７ ●交 通／ニューシャトル伊奈線沼南駅徒歩１０分
●土 地／１０３㎡（３１.１５坪） ●建 物／９２.７４㎡（２８.００坪）
●地 目／宅地 ●地 勢／平坦地 ●環 境／住宅地●権利／所有権 ●現況／完成済
●駐車場／２台可●接 道／南東７ｍ公道に約７.５ｍ接する
●学 区／原市小学校・原市中学校 ●設備／オール電化・公営水道・東京電力・本下水
●用途地域／第一種低層住居専用地域 ●建ぺい率／５０％ ●容 積 率／８０％

１ ,４ ８ ０ 万 円

（建築条件付）

閑静な住宅街の角地！

◆物件概要◆
↓カーナビに入力↓
●取引態様／売主（仲介料かかりません）
●所在地／上尾市原市１４１９−２９
●交 通／高崎線上尾駅徒歩２３分
●土 地／１４２.１４㎡（４２.９８坪）●地 目／宅地 ●地 勢／平坦地 ●環 境／住宅地
●権 利／所有権 ●現 況／更地 ●駐車場／２台可能 ●都市計画／市街化
●接 道／北西側公道４．２ｍに８．４ｍ接する。北東側私道３．８ｍに約１３ｍ接する
●設 備／都市ガス・公営水道・東京電力・本下水●用途地域／工業
●建ぺい率／６０％●容 積 率／２００％
●私道負担：５００分の４０（約１５．８４㎡）（負担金は無し）

◆返済例です◆ (2008年12月現在)
※142.14㎡にはセットバック分約7.7㎡が含まれています。（建築時有効面積約134.44㎡）
●頭金０円でも●ボーナス返済０円でも！
月々なんと
という

☆ ７ ２ ,８ ３ ０ 円

アパート賃貸並の

夢のマイホームが！！

価格で

↑建物間取図
↓ 建物外観

※売主物件につき、弊社
と直接取引の場合、仲介
手数料分がかかりません

売

地

伊奈中央

歩４分

１,７８ ０ 万円

売 地
原 市
歩５分

（建築条件付）

駅近の南西道路陽当良好！

◆物件概要◆
↓カーナビに入力↓
●取引態様／売主（仲介料かかりません）
●所在地／北足立郡伊奈町大字大針482-1,483-4（従前地）
●交 通／ニューシャトル伊奈線伊奈中央駅徒歩４分 ●土 地／１６０㎡（４８.４坪）
●地 目／畑 ●地 勢／平坦地 ●環 境／住宅地●権利／所有権 ●現況／更地
●駐車場／２台可●接 道／南西６ｍ公道に約１２.１ｍ接する
●設 備／プロパンガス・公営水道・東京電力・本下水
●用途地域／第一種低層住居専用地域 ●建ぺい率／５０％ ●容 積 率／８０％

１,９５ ０ 万 円
駅近の閑静な住宅街！

◆物件概要◆
↓カーナビに入力↓
●取引態様／専属専任
●所在地／上尾市原市３６０６−1１
●交 通／ニューシャトル伊奈線原市駅徒歩５分 ●土 地／１４３.００㎡（４３.２５坪）
●地 目／宅地 ●地 勢／平坦地 ●環 境／住宅地 ●権 利／所有権
●現 況／古家有 ●駐車場／２台可 ●接 道／東４ｍ公道に１１ｍ接する
●設 備／都市ガス・公営水道・東京電力・本下水 ●都市計画／市街化
●建ぺい率／６０％ ●容 積 率／２００％

10年住宅瑕疵担保責任保険登録店

リニューアルしました

株式会社 はが建築社
上尾市原市1325‑3（水上公園通り)

ＴＥＬ： (048)−７２２−６０８１(代)
ＦＡＸ：(048)−７２２−６０８２
e‑mail： info@hagaken.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.hagaken.com/

■埼玉県知事認可第1997号檜住宅協同組合員･理事長
■一級建築士設計事務所登録(埼玉県知事)(７)第564号
■建設業許可(埼玉県知事)般17第22962号
■宅地建物取引業免許(埼玉県知事)(８)第9815号
■(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
■(社)埼玉県宅地建物取引業協会会員･彩央支部理事
■(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
■東日本不動産流通機構(REINS)加盟店･ハトマークネット不動産情報センター加盟店
■埼玉県被災建物応急危険度判定士登録第1-563号
■(財)住宅保証(住宅性能10年保証)機構登録店第10035597号
■(財)上尾市勤労者福祉サービスセンター指定店
■「リフォネット」登録事業者 第０４１３６号
■住まいの防犯アドバイザー登録認定店

☆ 来 月 号 の予 告 → 「明 けま し てお めでとう ござい ま す！ 年始に オススメ情報特集 ！ 」です。 お楽し み に ！！
★はみだし【イノシシにまつわる慣用句】：『猪も七代目には豕(いのこ)になる』変わらないように見えても、長い年月の間には、それなりに変化のあることのたとえ。

