
〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松741-1
(旧富士フイルム生協住宅事業部)

本間建設株式会社金太郎支店

金太郎通信
月号12020

本間建設
イメージキャラクター
“本まるくん”

大雄山線和田河原駅徒歩約15分

お問い合わせ・お申込みお問い合わせ・お申込み

い つ も 、笑 顔 あ ふ れ る 生 活 の そ ば に

富士フイルム社員、関連会社社員、富士フイルム生協組合員は
50万円以上の工事をご契約の際、3％のお値引きをさせて頂きます

新春特大号

ビルトインコンロ・レンジフード2点パックビルトインコンロ・レンジフード2点パックキッチン・浴室・洗面3点パックキッチン・浴室・洗面3点パック

“床暖房マット分”をお値引き

最大24,000pt次世代住宅ポイント

工事費 5%割引

キッチン・浴室・洗面3点パックキッチン・浴室・洗面3点パックキッチン・浴室・洗面3点パックキッチン・浴室・洗面3点パック

「アレスタ」は“ハンズフリー水栓”にグレードアップ !
「アライズ」は“換気乾燥暖房機(100V)”にグレードアップ !

工事費 5%割引

「ミッテ」には“フットスイッチ水栓”をプレゼント!
「サザナ」には“断熱パック”“床ワイパー”をプレゼント! さらに！さらに！

さらに！さらに！さらに！さらに！

さらに！さらに！

最大137,000pt次世代住宅ポイント

最大137,000pt次世代住宅ポイント最大137,000pt次世代住宅ポイント工事費 5%割引

通常割引価格
993,600円

メーカー希望価格
1,987,200円 794,880お年玉

特別価格 円

迎 春 輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

2019年は日本中が多くの災害に見舞われた一年でした。

おかげさまで本間建設金太郎支店は4年目を迎え、

社員一同更なるサービスの向上でご満足いただけるよう努めて参ります。

より一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 　　　　　　　　　　　　

2020年元旦

本間建設株式会社 金太郎支店一同

通信 １ 人気メーカーとのコラボ企画、日ごろのご愛顧に感謝してお得なキャンペーン!人気メーカーとのコラボ企画、日ごろのご愛顧に感謝してお得なキャンペーン!
※1:お年玉特典はこのチラシをご持参された場合にのみ適用されます。※2:施工期間は2020年3月末までを基本とします。※3:工事費別表示。
※4:富士フイルム社員様、関連会社社員様、富士フイルム生協組合員様に限り、50万円以上の工事を通常3%割引のところ5%割引します。
他にもここではお伝えしきれない、お得なキャンペーンをご用意しています! 詳しくはホームページをご覧ください!

「ラクエラ」は“フラットスリムレンジフード”にグレードアップ !

工事費 5%割引

通信 2 増税分よりお得な
　　　次世代住宅ポイントをゲット!
増税分よりお得な
　　　次世代住宅ポイントをゲット!

　　 ハイブリッド給湯器「エコワン」
　　　　　　　　　　+床暖房10畳パック
　　 ハイブリッド給湯器「エコワン」
　　　　　　　　　　+床暖房10畳パック

(定価:194,000円)

「マイトーン」には“T-fal社製のフライパン”をプレゼント!
「XGRシリーズ」には“工事費をさらに1万円お値引き”!

最大21,000pt次世代住宅ポイント工事費 5%割引

キッチン「ミッテ」 洗面「サクア」洗面「サクア」浴室「サザナ」キッチン「ミッテ」 浴室「サザナ」

通常割引価格
1,264,160円

メーカー希望価格
2,476,100円 1,037,438お年玉

特別価格 円

キッチン「ラクエラ」キッチン「ラクエラ」 洗面「BGA」洗面「BGA」

キッチン「アレスタ」キッチン「アレスタ」

通常割引価格
207,610円

メーカー希望価格
327,000円 196,170お年玉

特別価格 円
通常割引価格
839,300円

メーカー希望価格
1,854,000円 757,590お年玉

特別価格 円

浴室「アライズ」浴室「アライズ」 洗面「オフト」洗面「オフト」

通常割引価格
683,676円

メーカー希望価格
1,085,200円 629,416お年玉

特別価格 円

または“浴室乾燥機”をプレゼント!

次世代住宅ポイント制度とは、
“必要条件を満たす”住宅の新築やリフォームに対し、
様々な商品と交換できるポイントが発行される制度です。

「新築」で最大35万ポイント/戸　「リフォーム」で最大30万ポイント/戸

100,000pt
35,000pt

　20,000pt
　9,000pt

シャープ
「加湿清浄機」
ネスカフェ
「バリスタ」

象印
「圧力IH炊飯ジャー」
ダイソン
「布団クリーナー」

条件や交換商品など、
詳しくはスタッフにお問い合わせください。

ビルトインコンロ「マイトーン」ビルトインコンロ「マイトーン」レンジフード「XGRシリーズ」レンジフード「XGRシリーズ」

10畳

さらに！さらに！

浴室「ユアシス」浴室「ユアシス」



お問い合わせ・お申込み
〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松741-1

安心の土曜日営業
お見積もり無料
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いつも、笑顔あふれる
生活のそばに

   ： 0120-73-1119　TEL ： 0465-73-1774
FAX： 0465-73-2147
営業時間： 9:00-17:30 定休日： 日曜・祝日

通信 ４ 施工事例 当社自慢の新築・リフォームのご紹介施工事例 当社自慢の新築・リフォームのご紹介

通信 3 防災特集 台風・地震対策をいっしょに考えましょう!防災特集 台風・地震対策をいっしょに考えましょう!

感震ブレーカー感震ブレーカー7
CASE

震度5強相当以上の地震で、家全体の電気を遮断。

古いブロック塀診断・補強
無料診断後、撤去・補強・軽量化

古いブロック塀診断・補強8
CASE

ブロックの高さ半分を撤去して、アルミフェンスを設置し、軽量化を実現。

無料診断後、撤去・補強・軽量化 危険を回避する

ポータブル電源ポータブル電源6
CASE

もしもの時でも安心して　　　　が使える

停電時やアウトドアでも活用

耐震補強
デザイン性の高いパネル

耐震補強
デザイン性の高いパネル

4
CASE

で地震に耐える

基礎コンクリート補強基礎コンクリート補強

電気電気

土台土台

2万円

5
CASE

から家を守る

ひび割れ部分に高強度のアラミド繊維を貼り、
硬化させることで基礎強度をアップ。

火災

1万円大建:ガルシャット

火災 を防ぐ地震による

で

二世帯住宅にリノベーション「U邸」店舗「ヤマキタバル」店舗「ヤマキタバル」3
CASE

　“歴史を感じる風情と今風のデザイン”が調和する、魅力的なバルが誕生！

新築「H様邸」新築「H様邸」1
CASE

　外観は2階建、室内に入ると3階建。そんなスキップフロアを繋ぐ
吹抜け空間は階下の風を各部屋に運び、トップライトから注ぐ陽の
光は優しい。天井が高いリビングは家族が知らぬ間に集まる心地良
い場所。
　大容量の収納を併設したキッチンの上には、リビングと会話でき
る隠れ基地の様な子供達の為のロフト。
　漆喰、無垢のフローリングやドアといった自然素材を使った室内
は何処にいても清涼な空気に包まれる。

何処にいても家族の存在を感じられる、
スキップフロアの家。

二世帯住宅にリノベーション「U邸」二世帯住宅にリノベーション「U邸」二世帯住宅にリノベーション「U邸」

往時の大正時代の面影が色濃く残る、
使われていなかった薬局をリノベーション。

2
CASE

外付けブラインドシャッター外付けブラインドシャッター

13万円～

3
CASE

オイレスECO:ブリイユS
W1,650×H1,200

ルーバーの角度変更で、光と風のコントロール調整が可能。

工事費込

飛来物や暴雨からガラス飛来物や暴雨からガラス
　　　　防ぎつつ光と風を取り入れる

屋根葺き替え屋根葺き替え

130万円～

2
CASE

屋根・外壁塗装屋根・外壁塗装

110万円～

ガルバリウム鋼板0.6t
ガルバリウム鋼板平葺き
屋根面積: 130m²

2F建て〈32坪モデル〉
ラジカル制御系塗装
屋根: 86m²　外壁: 180m²
※雨戸・コーキング・バルコニーは

1
CASE

雨の進入雨の進入を防ぐ豪雨による

金属は瓦より約1/10も軽い!

工事費込 工事費込

軽く軽くして地震被害を抑える家を を

補助金制度を設けている行政もあります。面倒な申請もお任せください。

含まれておりません。

電気工事不要

工事費込 /m～

42,000円

透光型耐力壁
LIXIL:パンチくん大壁タイプ

日動工業:ピンバン
メーカー希望価格:65,000円

限定3台！QUOカード3,000円プレゼント限定3台！QUOカード3,000円プレゼント

・光と風を通すパンチングデザイン
・通常の壁に比べて、耐震性が高い
・かんたん取付により安価で工期短縮

71,460円工事費別

※別途、金物補強が必要となる場合があります。

最小限に

　2階に子世帯のLDKを配置し、互いの生活リズムを確保し、玄関
と浴室は共用することで毎日のコミュニケーションがとれるよう
プランを提案。
　キッチン廻りの壁はマットグレータイルをアクセントに、素材を
生かしたシックで落ち着きのある魅力的な空間を演出。
　床に無垢のフローリング、壁に火山灰シラスを採用したことで
体に優しい住環境を実現。

リノベーションするにあたり、
まず重要視した点は親と子世帯の距離感。

当社では、ご予算に合わせて
「理想の空間」を

デザインから施工まで
お手伝いさせていただきます。

神奈川県足柄上郡
山北町山北1917
 JR御殿場線山北駅前

所在地

通信 ５ 雑誌掲載情報雑誌掲載情報

〈建築家とつくる”オンリーワンの家”〉天工舎一級建築士事務所×本間建設
家は「住む人の想い」と、それをイメージさせる「設計の力」、そして信頼のお
ける「技術と経験の匠の技」で、造られるものです。お客様の”イエづくり”を
設計者として、本間建設さんといっしょになって応援していきます。

〈パナソニックの耐震住宅工法「テクノストラクチャー」〉
木と鉄が組み合わさった強い梁「テクノビーム」を使い、1棟1棟構
造計算をすることで、耐震等級3に対応しています。(パナソニックの
保証書付) 耐久性・断熱性・省エネ性に優れた長期優良住宅仕様。

当社の施工事例や思いが掲載されております。
お近くの書店で、ぜひお手に取ってご覧ください。

TEL/FAX   0465-35-1464 HP  http://www.k-tantei.com

省エネルギー対策等級4
(最高ランク)

劣化対策等級3
(最高ランク)

耐震対策等級3
(最高ランク)

維持管理対策等級3
(最高ランク)

安心の部門最高ランクの技術力安心の部門最高ランクの技術力

ホームページはじめました! 最新ニュースや
施工事例などを掲載。https://honmaru-kintaro.com

東京・静岡にお住まいの方は本間建設(株)世田谷本社0120-35-3570へお問い合わせください。

2020年2月発売予定

地域に特化した住宅情報誌
『湘南での家づくり』
地域に特化した住宅情報誌
『湘南での家づくり』

耐震・屋根
外壁・床下
ブロック塀

耐震・屋根
外壁・床下
ブロック塀

無料診断
実 施 中
無料診断
実 施 中

お気軽にご相談ください

店内には、当時使われていた調剤室を
そのままディスプレイに利用したり、
コンクリートブロックやベニアの素地
を活かした仕上げにすることで、レト
ロな雰囲気を醸し出している。

※チラシの掲載画像はすべてイメージとなります。

当社では次のような取り組みも行っています


