
リフォームのことなら! 1位：屋根工事　　2位：外壁塗装　　3位：水回り1位：屋根工事　　2位：外壁塗装　　3位：水回り

問い合わせベスト3 2021年6月号

土日祝日訪問・工事可能!住宅、お庭、家に関する事お気軽にご相談ください!

〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町774-1竹柏・貝畑ビル102号
千葉県知事 許可（般-2）第54394号【職人工房 千葉支店】

（税込価格550,000円～）

お見積もりは無料!!24時間365日電話受付中!お問い合わせはフリーダイヤル! WEBサイトはQRコードから!

0120-245-456
www.11shokunin-chiba.com

工事予算を抑えたい、軽い屋根材に変えたい、とにかく長
持ちさせたいなどなんでもご相談ください!様々な種類の
屋根材・工事範囲など最適なご提案をいたします!

雨樋が劣化すると【ひび割れ、歪み、破
損】などにより、雨樋から雨水が漏れ、
外壁や屋根の劣化につながります！

各種屋根工事!!屋根 雨樋交換工事！！

塗装で
しっかり保護！

瓦・コロニアル・板金なんでもおまかせ!

遮熱鋼板、硬質ウレタンフォーム、アルミ
ラミネート加工紙を一体成型した、「高
機能金属製屋根材」です!一年を通して
優れた断熱性能を発揮し、 超高耐久で
安心してご使用いただけます!超軽量設
計で地震による揺れを軽減!さらに高い
遮音性能で雨音を軽減します。

職人工房特別企画と題しまし
て！！「屋根・壁」丸ごと塗装工
事、破風・雨とい・軒天塗装・
雨戸まで！塗装すべて込み込
みでこちらの価格にてご提供
いたします！限定10棟！！こ
の絶好のチャンスに是非ご相
談ください！

金属屋根でお家をしっかり守ります!!金属屋根

「屋根・壁」まるごと塗装工事！！
破風・雨とい・軒天塗装・雨戸もまるごと綺麗に生まれ変わります！

耐久性、耐候性、断熱性に優れた金属製屋根材!!

9090

戸建!マンション!戸建!マンション!

～
万
円2雨戸・戸袋交換

～
万
円4窓交換～

円5,000ガラス交換

～
万
円2.5瓦差し替え

～
万
円10瓦屋根棟積み替え

～
万
円1.5瓦調整

～
万
円1.5雨樋交換

～
万
円1.5瓦割れ補修

～
万
円3コロニアル補修

～
万
円2棟板金取り付け

～
万
円2アンテナ補修・撤去

外壁コーキング補修 1～
万
円

～
万
円3外壁一部張り替え

屋
根

外
壁 窓

4040
※瓦棒葺きの場合

30坪

30坪

細かい工事も

お任せください!!

ミニストップ
千葉星久喜店
ミニストップ
千葉星久喜店

千葉市立
星久喜小学校
千葉市立
星久喜小学校

青葉の森公園青葉の森公園

松ヶ丘IC

事務所はココ!

高耐久で

断熱・遮音も

バッチリです
!!

限定
５棟

限定
５棟

5050 限定
10棟

屋根塗装工事!!屋根塗装

19定期的な塗装がオススメです!
下地処理をきちんとして、最適
な塗装工事をご提案します!サ
ビ止め塗装（下地処理）とシリ
コン塗装で仕上げます!!

20坪
最高レベルのシリコン塗装と
サビ止めがついてます!

※板金・コロニアルの場合

お家のことなら
何でもご相談ください!

千葉県千葉市中央区星久喜町774-1竹柏・貝畑ビル102号

BEFORE AFTER

好評につき引き続き！！大特価！！好評につき引き続き！！大特価！！

塗装工事
30坪まで

建坪

一棟丸ごと交換しませんか？

千葉　職人工房 検  索

2.5工事費込み!16
断熱遮熱内窓・サッシ取付!!
おうちの暑い空気の
ほとんどは窓から
入ってくるのです！

（税込209,000円～）

（税込27,500円～）

（税込176,000円～）

（税込990,000円～）

（税込440,000円～）

（税込27,500円～） （税込110,000円～） （税込16,500円～）

（税込33,000円～） （税込16,500円～） （税込22,000円～） （税込22,000円～）

（税込22,000円～）（税込5,500円～）（税込33,000円～） （税込44,000円～）（税込11,000円～）

（税込16,500円～）

梅雨
対策

梅雨
対策

梅雨
対策
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梅雨
対策

3.2

5

各メーカー取り扱い!ご相談
多いです！安心アフター付き！

18
Sazana Nタイプ1216

システムキッチン交換!

お家の中で毎日使う最も重要な箇所は？と言えばほとんどの人がキッチンと答
えます。最新のキッチンは整理整頓がしやすく、掃除がラクラクでお料理時間短
縮にもなります。この工事価格で20年近く快適に過ごせるなら嬉しいですね！

新商品の取り扱いも開始!各メーカーすべて取扱OK!!

浴室は、家族全員が使う最も大切な空
間のひとつです。たった数日のガマンで
末長い快適さを、お約束します!!

工期
約２日

使いやすい

システムキッチンが

期間限定で

この価格!!

お湯を使えば使うほど故障が増
えます!職人工房では給湯ボイ
ラー標準工事でこの価格！こち
らもスピード施工可です！各メー
カーも全て取り扱いしています。

給湯ボイラーセット! 工期
約半日

16
壊れる前に交換を!スピード施工可能!!

洗面台交換!!
新しいトイレは気持ちいい!

とても使いやすいシャン
プードレッサーに交換して
みてはいかがでしょうか？
ボイラーや浴室とセット交
換するとお得です!

beforebefore

トイレ交換!

※工事費お見積もり ※排水芯移設別途 ※マンションはリモデルタイプのため値段が異なります

工期
約1日

8.5
使いやすい

引出し式

シャワー!!

afterafter

ピカピカの

最新モデルの

トイレです!

ぴかぴかユニットバス交換!ぴかぴか
暖房換気扇をつけて、梅雨でも快適に室内干しができます！

工事費
込み!

25工期約４日

たった数日で

快適なお風呂が!

いろいろなオプションも

お取り扱いしています!

その他お家に関する事ならなんでも工事出来ます!見積り調査は無料!最短お電話頂いた当日に伺います!

リフォーム後も安心です!
アフターサービス!!

「お客様の声」を大事にし、工事後に、ご迷惑ご不便をお掛けした際には、誠心誠

意、対応させていただきます。リフォーム後も安心してお過ごしいただけるよう、ご

不明な点やご心配などにも迅速に対応します!工事の仕上がりや設備機器の不具

合、実際に使用してみてからわかる細かな事など、どんなことでもご相談ください!!

外構工事各種!
外周りの修繕によって景観がグンと良くなります!

公式WEBサイト :  h t tps : //www.sun -ch i ld ren .com
太陽とこどもプロジェクト

専務理事 石川 遼

虐待からこどもを救おう、子育て中のお母さんを応援しよう、という認識
は共有されつつありますが、まだまだ足りていないのが現実です。こども
に対する虐待行為の件数、児童相談所への報告数は年々増え続けており、
現在、虐待によるこどもの死亡事例は年間50件超えており1週間に1人の
こどもが命を落としているのです。我 「々太陽とこどもプロジェクト」はそ
のような現状を変えたいという思い、虐待にあったこ
どもたちが平穏な日常を取り戻し少しでも笑顔にな
れるよう、スポーツイベントや、プロのスポーツ選手
との交流イベントなどを企画運営しております。

太陽とこどもプロジェクトとは
様々な困難や手助けの必要な環境にある子どもたちに、スポー
ツや文化活動の『体験』を通して輝く笑顔と夢や希望を抱く出
会いをプロデュースしていくプロジェクトです。

職人工房は『太陽とこどもプロジェクト』の発足メンバーとしてこども達の夢や目標の後押しをします。応援、支援よろしくお願いします。

職人工房チャンス！職人工房チャンス！
各プレゼント先着30名限定！

①6月中にお見積もり依頼をいただいた方▶マスク一箱プレゼント
②6月中にご成約の方▶１０００円分のQUOカードプレゼント！ どしどし

ご連絡ください！

お得な情報やクーポンも配信中!
公式
アカウント

LINEからリフォーム相談できます!

友だちの追加はQRコードから!!

フローリング工事

～
万
円5ドア交換

～
万
円5

パッキン交換 ～
万
円3円2,000 蛇口交換

～
万
円6レンジフード交換

内
装
・
水
回
り

ブロック・コンクリート塀
モルタル左官

木の剪定・伐採抜根など

限定
3棟

※工事費お見積もり ※工事費お見積もり

※工事費お見積もり

各メーカー取り扱い!ご相談
多いです！安心アフター付き！

限定
3棟

毎日使う所だからピカピカに!

beforebefore
afterafter

beforebefore
afterafter

浴室・キッチン・洗面台・壁紙・トイレ・床、なんでもご相談く
ださい!古いマンションもあなたのライフスタイルに合わせ
たお部屋にリノベーションします!!共用部分もしっかり養生

してゴミも撤去します!管理組合とのお話、近隣へのご挨拶
面倒なことは全てお任せください!仮住まいのご相談承りま
す!住みながらの工事もOK!!お客様の希望を叶えます!!

これだけでも見違えるほど綺麗になりま
す！！長年の埃や汚れが染み付いた壁紙、、、
貼り替えませんか？汚れた壁紙は部屋を暗
くし気持ち落ち込みます。ピカピカの壁紙で
心晴れやか！！是非ご相談ください！

ワックスをいくらかけても太刀打ちできな
い！そんなフローリングはありませんか？深
い傷や汚れが溜まったフローリングは気持
ちがいいものではありません！思い切ってフ
ローリング張り替えてみませんか？

マンションリフォームも安い!!マンション
内装!水まわり!断熱!内窓!なんでも安い!
住みながらの工事OK!仮住まいのご用意もお任せ!

システムバス

キッチン

トイレ

洗面台

壁紙・フローリング

お風呂もトイレも

トータル工事でも

なんでもOK!

(50枚入り）

6帖間
6帖間クロス貼替工事！

～
万
円6

1.8%1.8%

※ただし月々のお支払い下限は5,000円となりますのでご了承下さい。※上記の金額は2回目以降の金額になります。

■100万円分の工事の場合・月  々  6,300円 / 180回
■300万円分の工事の場合・月々19,100円 / 180回
■500万円分の工事の場合・月々31,900円 / 180回

リフォームローン!!
・金利(実質年率)1.8%変動なし！!（2021年5月末時点）
・ボーナス払い無しでもOK・面倒な書類手続きありません！

おすすめ

ポイント!!

職人工房だけの特別金利

※10年経つ前の交換が目安

（税込198,000円～）

（税込66,000円～）

（税込2,200円～） （税込33,000円～）

（税込55,000円～）（税込66,000円～）

（税込55,000円～）

（税込275,000円～）

（税込93,500円～）

（税込55,000円～）

（税込35,200円～） （税込176,000円～）


