
玄関ドア

断熱ガラス 防犯ガラス 防犯は窓ガラスから！

通風

ドア・玄関引戸用
の中折網戸です。
フレームタイプ
の堅牢なつくり
でスライド式ロッ
クを搭載してい
ます。

雨戸工事

すき間から少しずつ漏れ
出したり、入ってきたりし
ている「熱」。断熱化すれば、
冷暖房の効率もアップし、
エコな住まいを実現。

すき間から少しずつ漏れ
出したり、入ってきたりし
ている「熱」。断熱化すれば、
冷暖房の効率もアップし、
エコな住まいを実現。

通風

断熱

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

商品価格

21,450円（税込23,595円）

［腰窓サイズ］
幅：約160㎝×高さ：約120㎝
単板ガラス（3㎜透明）
商品本体価格㋱42,900円（税抜）の品

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

半額

工事パック 当社標準工事費込

375,000円（税込412,500円）

YKK AP
●リフォーム玄関ドア
断熱玄関ドア
ドアリモＥ04 親子ドア

商品本体価格㋱454,000円（税抜）の品
メーカー

希望小売価格
より商品本体価格

45%
OFF

商品価格

44,350円（税込48,785円）

［掃出窓サイズ］
幅：約180㎝×高さ：約200㎝
単板ガラス（3㎜透明）
商品本体価格㋱88,700円（税抜）の品

ガラス面積１㎡まで（浴室窓等）
●スペーシア

窓ガラスを交換するだけ！
エアコンの効きを良くして省エネ効果。

断熱 結露
軽減

工事パック 当社標準工事費込
63,000円（税込69,300円）
※写真はイメージです。

工事パック 
当社標準工事費込

128,000円（税込140,800円）

YKK AP
●後付シャッター工事
［腰窓仕様］手動式
幅：約168㎝×高さ：約122㎝

商品本体価格
㋱109,200円（税抜）の品

工事パック 
当社標準工事費込

138,000円（税込151,800円）

［掃出し仕様］手動式
幅：約168㎝×高さ：約208㎝
商品本体価格
㋱127,700円（税抜）の品

商品価格

70,840円（税込77,924円）

YKK AP
●通風雨戸XRA
高さ：約200㎝
商品本体価格
㋱101,200円（税抜）の品

工事パック 当社標準工事費込

152,000円より（税込167,200円より）

YKK AP
●後付雨戸工事
［腰窓仕様］手動式
幅：約194㎝×高さ：約123㎝

商品本体価格㋱106,700円（税抜）の品 メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

※写真はイメージです。外部からの視線や直射日光をカット
しながら換気や採光ができます。
外部からの視線や直射日光をカット
しながら換気や採光ができます。

工事パック 当社標準工事費込

72,000円
（税込79,200円）

YKK AP
●通風サッシ工事
多機能ルーバー
幅：約169㎝×高さ：約120㎝

商品本体価格
㋱78,500円（税抜）の品

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

工事パック 
当社標準工事費込

40,000円（税込44,000円）

YKK AP
●高強度面格子
　取付工事
GLA型
幅：約79㎝×高さ：約99.2㎝

商品本体価格
㋱35,900円（税抜）の品

工事パック 当社標準工事費込

107,000円
（税込117,700円）

●セキュオ60
ガラス面積3㎡まで
（2枚引違い掃出し窓等）

工事パック 
当社標準工事費込

220,000円
（税込242,000円）

YKK AP
●通風勝手口ドア
ドアリモ横格子（アウトセット枠）

商品本体価格
㋱217,000円（税抜）の品

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

工事パック 
当社標準工事費込

62,000円（税込68,200円）

YKK AP
●玄関網戸
NHM型 幅：約84㎝×高さ：約200㎝

商品本体価格㋱36,600円（税抜）の品

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

※写真はイメージです。

YKK AP
●プラマードU

後付け内窓

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

メーカー
希望小売価格
より商品本体価格

30%
OFF

断熱 遮音

結露
軽減 防犯

MADOショップ キャンペーン
MADOショップの窓・玄関リフォーム
ならアイテムポイント　が期間限定で 2倍※1

※弊社付与ポイントとは異なります。※掲載ポイントは2倍したポイントとなります。
※１ YKK AP Tポイント対象商品をお買い上げの場合にMADOショップより付与されるポイントです。

▲詳しくは「MADOショップ」
ホームページをご覧ください。

もれなく

※写真はイメージです。

通風

通風

MADOショップポイント MADOショップポイント

MADOショップポイント

MADOショップポイント

MADOショップポイント

MADOショップポイント

MADOショップポイント
MADOショップポイント

対象期間：

8/31
工事完了分まで

アイアン芯入りで強度も安心。

落ち葉から雨樋を守ります。

築20年を過ぎたストレート屋根は貫板
交換をおすすめします。

雪止め金具取付でも、足場が
必要になる場合があります。

ベランダ防水 メンテナンスを怠ると雨漏りに繋がる
場合があります。

サイディング工事

約　　　　　円の節約です！140,000外壁塗装と同時施工なら！足場代がかからず

価格と耐久性のバランスで当社一番人気！
プレミアムシリコン塗装仕様（養生、足場、高圧洗浄、
下塗り1回、上塗り2回、軒天井・破風板塗装込）

※記載金額は写真の施工例の金額ではありません。

こんな症状ありませんか？

壁を手で触ると
白い粉が付く 塗装が剥がれている

コーキング材に隙間や
ヒビ割れがある

カビや藻などが
発生している

1つでも症状がある場合は
塗り替え時期のサインです。

15年
期待

耐用年数
約

※外壁塗装の場合

工事パック 足場代
不要で

マックス瓦
●屋根工事
高性能ガルバリウム屋根材 張り被せ工事
（30坪切り妻参考価格・足場代含む）

工事パック 足場代
不要で

ベランダ用デッキ工事 ベランダ取替工事

●屋根塗装
　工事パック
※屋根面積80㎡までの場合

※記載金額は写真の施工例の金額ではありません。 ※記載金額は写真の施工例の金額ではありません。

●雨樋交換工事
30坪切り妻参考価格
PC50

●落ち葉除け
30坪切り妻の軒のみ

●ベランダ防水工事
10㎡まで
FRPトップコートのみ

●コロニアル屋根用
　雪止め金物取付
10mあたり

●貫板交換工事
10m以内一式価格

●サイディング張り被せ工事
ニチハ 金属サイディング
30坪総2階建ての場合

●サイディング張り被せ工事
ニチハ 窯業系サイディング
30坪総2階建ての場合

●ベランダ用デッキ工事
YKKap　リウッドデッキ
間口：約269㎝×出幅：約119㎝

●ベランダ取替工事
三協アルミ　スーパーエリーバ
2.5間×5尺

※写真はイメージです。※記載金額は写真の
施工例の金額ではありません。

※写真はイメージです。
※記載金額は写真の施工例の金額ではありません。

※写真はイメージです。
※記載金額は写真の施工例の金額ではありません。

屋根塗装 屋根工事

シーリングも紫外線等で
劣化します。

●高耐候品
オート化学 オートンイクシード
（20m以上の場合）

※既存棟板金・貫板処分共

●外壁塗装工事パック
延床30坪総2階建ての場合
※塗装面積120㎡までの場合

落ち葉よけ

雨樋工事

雪止め 棟板金工事 シーリング工事

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

人気のオプション工事//

工事パック 当社標準工事費込

528,000円より
（税込580,800円より）

工事パック 当社標準工事費込

1,140,000円より
（税込1,254,000円より）

工事パック 当社標準工事費込

220,000円より
（税込242,000円より）

工事パック 当社標準工事費込

220,000円（税込242,000円）
工事パック 当社標準工事費込

72,000円（税込79,200円）
工事パック 当社標準工事費込

82,000円（税込90,200円）

工事パック 当社標準工事費込

36,000円（税込39,600円）

工事パック 当社標準工事費込

75,000円（税込82,500円）
工事パック 当社標準工事費込

1,500円/ｍ（税込1,650円/ｍ）

工事パック 
当社標準工事費込

1,890,000円
（税込2,079,000円）

工事パック 
当社標準工事費込

1,980,000円
（税込2,178,000円）

工事パック 当社標準工事費込

210,000円（税込231,000円）
工事パック 当社標準工事費込

540,000円（税込594,000円）

無料にて専門スタッフが
診断を行います。

無料にて当社建築士が
診断を行います。

畳表替え
●潤（うるおい） 
　国産い草

下記価格は1畳又は1枚
あたりの金額です。ご依
頼の最低料金は税込
11,000円となります。畳
は1泊2日で部屋に移動
物が無い場合の金額で
す。別途小運搬費を頂く
場合がございます。

畳・襖自社工場完備！
自社工場だから価格と品質に自信あり！

襖貼り替え
●しずか（新鳥の子紙）
　片面 幅：90㎝×高さ：180㎝まで

当社
自慢の

工事パック 当社標準工事費込

2,700円（税込2,970円）

工事パック 
当社標準工事費込

7,700円（税込8,470円）

緊急駆け付けサポート

生活の一般的なカギ・水回り・ガラスに関するトラブル
に対して24時間365日受付を行い駆け付けます。

《
例
え
ば
》

5年サポート

12,800円
（税込14,080円）
※詳細については最寄りの
　店舗へお問合せ下さい。

カ　ギ ガラス水まわり

分解+高圧洗浄+部品洗浄+組み立て

《例えば》
●標準エアコンお掃除パック

１台あたり

9,800円（税込10,780円）

フード内外・本体+ドラム・ファン+
照明関係+フィルター

●レンジフードお掃除パック １台あたり

14,800円（税込16,280円）

こんなお悩みありませんか？
しつこい汚れはプロにお任せ！

ご納得頂けるまで
何度でも切りなおします。

1本あたり 低木（高さ3ｍ未満）

3,637円より（税込4,000円より）
※作業で発生したごみの処分は別途となります。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

薬剤効果の持続には限度があり
ます。まずは、定期的な点検を！

5年間
の保証
付き

床下土壌処理＋木材防腐・防カビ処理
 1坪（3.3㎡あたり）工事パック  1坪（3.3㎡あたり）

6,480円より（税込7,128円より）

※写真はイメージです。

トイレ・キッチン・お風呂・洗面所（４ヵ所まで）
屋外の最終枡から屋内の立ち上り部まで
工事パック 当社標準工事費込

18,000円より（税込19,800円より）
※戸建一般住宅限定。※つまり解消は別途
※アパート・マンション・店舗は対象外となります。

専門の係員がご自宅を点検。
最適な対策をご提案させて頂きます。
専門の係員がご自宅を点検。
最適な対策をご提案させて頂きます。

その他メンテナンスも承っております。

※クレジットでのお支払いは全額
一括前払いとさせて頂きます。 広告商品の売出し期間 8/9［月］まで


