






閉閉閉鎖的閉鎖的でででで
ココココミミミュュュニニケーシショョンンンがががが
ととりとりりづづと らからかっっったたたた

ペニンシュラＬ型のキッチンは、せり出した
カウンターが広くとられているのでバーカウ
ンターのように使うことも可能です。また、
壁面収納と、キッチンを白で統一したの
で、爽やかな印象のキッチンになりました。
壁付けのＩ型よりも明るく開放的なリビング
に生まれ変わりました。

黒いカウンターに合わせ袖壁を同じ大理石
で統一しました。落ち着いた色のカウン
ターを選択したことで重厚感と存在感を
兼ね備えたキッチンになりました。さらに、
収納が豊富なキッチンを選んだことで頭上
にあった吊戸を取り払うことに。閉鎖的な
空間から一転、リビングとの繋がりを感じ
られるキッチンになりました。

おすすめの

リフォーム
プラン

Reform

P9-10の事例のように、リビングにキッチンを取り込んだ
オープンスタイルのペニンシュラ型キッチンをご紹介いたします。

独立キッチンをリビングと一体化し、明るく開放的な空間に。

吊戸を取り払い、収納豊富で重厚感のあるキッチンに。

▶

▶
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After

吊戸が吊戸が吊戸が吊戸が
閉閉鎖的でで
圧迫感圧迫感圧 ががが
強かっ強かっ強かっ強かっ強 たたたたた

ペニンシュラとは「半島」のこと。ペニンシュラ型キッチンとは、カウンターが半島のように
突き出たレイアウトのキッチンをいい、左右どちらかが壁に接した対面キッチンです。

ペニンシュラ型キッチンとは

EVENT
イベント

bespo（ビスポ）とは―

「自宅をリノベーション」「中古を買ってリノベーション」「リノベーション済み物件をさがす」という住まいのリノベーション
の３つの機会を、野村不動産グループの総合力でトータルに提供します。

bespoは、数多くの「こだわりの住まい」を手掛けてきた野村不動産グループの経験と実力を活かしたリノベーションです。
お客様の要望に耳を傾け、自由で簡単なプロセスのリノベーションをご提供します。また、厳しい品質チェックやアフターサポート
で、暮らし心地にも責任を持ち、豊富なメニューと安心の定額制で、「住みたい」を実現します。
リノベーションのどんなことでも、お気軽にぜひご相談ください。

リノベーションをもっと簡単に、もっと自由に。
bespo（ビスポ）誕生

安心の定額制
10万円～／㎡

野村不動産リフォーム株式会社

》 ご相談・プラン作成・お見積もりは無料です。お気軽に下記までご連絡ください。

水まわり設備の交換、間取り変更、フルリフォームなど専有部に関するお悩みごとなどお気軽にお問い合わせください。 
※野村不動産リフォームの施工エリアは、東京・神奈川・千葉・埼玉の一部とさせていただきます。

ホームページ

受付時間／平日9：00 ～17：40（水・日・祝・年末年始を除く）フリーダイヤル 0120-337-442
E-mail reform@nomura-re.co.jp

野村不動産リフォームがこれまでに手掛けた代表的なリフォーム８事例とこだわり
リフォームの事例が詰まった『SHOW CASING』を差し上げます。リフォームをご
検討中の方も、これからお考えの方もぜひお手にとってご覧ください。お申し込み
はフリーダイヤル、ホームページからでも承っております。

リフォーム事例集
『SHOW CASING』 を差し上げます。

※お問い合わせの際は、「住まいるON LINEを見た」とお伝えください。　
※Ｐ.9～10、23でご紹介させていただいたリフォーム事例はお住まいの状況、構造及び管理規約・細則等により施工できない場合もございます。

検索
施工例を
豊富に掲載
しています！

www.n-bespo.jp公式サイトはこちら

プロの
総合力

自由設計の
企画力

高品質な
施工・
アフター
サポート

個別にアドバイザーと
じっくり
相談できる

人気メーカーを
トコトン
見学できる

ご都合のよい
日時が
選べる

東京・大阪

大阪

ショールーム見学会＆相談会

10/9（月・祝）
TOTO・DAIKEN・YKK　ショールーム相談会開催

メーカーのショールームを見てみたいけれども、どこに見に行けばいいのか分からない。
そんなお悩みを解決できるイベントを開催中。ご相談に応じたショールームをご紹介させていただき、個別のご相談も承ります。
また、ご覧になりたいショールームがございましたらお申し出いただければご案内させていただきます。
お申し込みは下記のフリーダイヤル、またはホームページで承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【 会　　場 】　TOTO・DAIKEN・YKK大阪コラボレーションルーム　大阪府大阪市北区角田町8-1　梅田阪急オフィスタワー20階

【 開催時間 】　10：00～17：00（最終受付16：00）　　　　　　　　　　　　
※開催時間については変更となる場合がございます。最新の情報についてはホームページをご確認ください。

野村不動産グループ
カスタマークラブ 会員特典

5%OFF
リフォーム工事代金
（税別）から



野村不動産パートナーズ株式会社

》年末はハウスクリーニング繁忙期のため、お早めのお申込みをおすすめいたします。

※「ハウスクリーニング」施工エリアは、東京・神奈川・千葉・埼玉の一部・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・仙台市とさせていただきます。

※ご注文の際は「住まいるＯＮ ＬＩＮＥを見た」とお伝えください。※サービス提供エリアは上記記載のエリアとさせていただきます。※お申込み金額の合計が 20,000 円未満（税込）の場合、別途出
張料 6,300 円（税込）がかかります。※ハウスクリーニングに必要な電気・ガス・水道は無償で利用させていただきます。※仕様・価格は、予告なく変更になる場合がございます。※ハウスクリーニン
グは野村不動産パートナーズ㈱指定協力会社をご紹介させていただきます。※汚れによっては、落としきれないケースもございます。あらかじめご了承ください。※作業日程につきましては、申込受付に
て1週間以降のお日にちを第 3 希望までおうかがいいたしまして、後日、指定協力会社よりご連絡させていただきます。多数のお申込みが重なりました場合、日程の調整をお願いさせていただく場合も
ございます。よろしくお願いいたします。※価格はすべて税込です。消費税率が変わった場合には変更になります。※クレジットカードのご利用はできません。ん。お支払お支払い条件い条件は協力は協力会社会社により異なります
ので、ご注文時にご案内いたします。

受付時間／平日9：00 ～20：00（年末年始を除く）プレシャス・デイズ担当 0120-194-302

ハウスクリーニング人気メニュー
1位　キッチン

ハウスクリーニング人気メニュー
2位　浴室

ハウスクリーニング
お手軽セットメニュー

I N F O R M AT I O N
ハウスクリーニングの

ご案内

ハウスクリーニングの繁忙期を迎える前に
早めのご予約をおすすめします。
年末の大掃除の時期は、ハウスクリーニングが大人気です。年
末に近づくほどご利用のお客さまは多くなり、ご希望のお日に
ちでのご予約が難しくなります。年末にハウスクリーニングをご
希望の場合には、お早めのお申込みをおすすめいたします。

年末の大掃除でいちばんキレイにしたいとこ
ろとしてご注文が多いのはキッチンです。そ
こでキッチンの気になるところを一度にキレイ
にできる「キッチンクリーニングセット」をおす
すめいたします。油汚れが気になるレンジフー
ドからガスコンロ（魚焼きグリル含む）まで、
キッチンまわりをまとめたお得なセットです。

浴室も年末の人気メニューです。ご自分では手
の届かない部分のしつこいカビや汚れを除去す
るサニタリーまわりのセットは大掃除に最適です。

当社では、他にも窓やバルコニーなど、
さまざまなメニューをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

プレシャス・デイズ

ハウス
クリ ニングクリーニング

Set Menu

Set Menu

台所レンジフード+浴槽／浴室セット

通常価格 23,600 円（税込） ▶ セット価格 21,000 円（税込）

・シンク
・カウンター
・壁タイル
・床（拭き取り）

・吊り戸棚（表面）
・冷蔵庫（表面）
・照明器具（表面）
・収納庫（表面）

・台所レンジフード
※単品価格 9,800 円（税込）

・ガスコンロ
（魚焼きグリル含む）

・浴槽／浴室　　・洗面化粧台　　・トイレ

※カウンター・扉など特殊加工をされている場合は、必ず事前にお申し出ください。
※レンジフードは一部機種によっては、作業をお断りさせていただくことがございます。

※洗面台のダブルボウルは+1,100 円となります。

通常価格 41,400 円（税込）  ▶ セット価格 35,000 円（税込）

通常価格 30,800 円（税込）  ▶ セット価格 28,000 円（税込）

キッチンクリーニングセット

サニタリークリーニングセット

野村不動産パートナーズ株式会社

》 他にもさまざまなメニューをご用意しております。まずはお気軽にお電話ください。

※「家事代行サービス」のご提供エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫・奈良・愛知・福岡市・札幌市とさせていただきます。
※「家事代行サービス for Premium」のご提供エリアは東京・神奈川・千葉・大阪・兵庫とさせていただきます。
※お住まいの地域により、公共交通機関での訪問が困難等の理由により、サービスを提供いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◎「体験型ギフト おそうじ美人」、「家事代行サービス」は株式会社ベアーズ、「家事代行サービス for Premium」はミニメイド・サービス株式会社、「お片付けサービス」はインブルーム株式会社と提携
しています。

※ご注文の際は「住まいるＯＮ ＬＩＮＥを見た」とお伝えください。※価格はすべて税込です。消費税率が変わった場合には変更になります。※プラン・価格につきましては、予告なく変更になる場合が
ございます。※汚れによっては、落としきれないケースもございます。あらかじめご了承ください。

※ご提供できるエリアに限りがございます。ご利用の際はお電話にてご確認ください。

受付時間／平日9：00 ～20：00（年末年始を除く）プレシャス・デイズ担当 0120-194-302

新たにお取り扱いをはじめました。
記念日の贈り物やお歳暮などにいかがですか。

体験型ギフト「おそうじ美人」

いつもキレイにしていたい方に

家事代行サービスfor Premium

ご自分の時間を有効に使いたい方に

家事代行サービス

I N F O R M AT I O N
家事代行サービスの

ご案内

お掃除やお片付けを早めに済ませ、
ゆったりと新年を迎えましょう。
年末から新年にかけては、大掃除だけでなく、クリスマス会や忘年
会などイベントがたくさんあるうえ来客も多く、日常の家事もままなら
ない状態になりがちです。来客が多くなるこの時期、いつでも気持
ちよくお客さまをお迎えいただくために、そして限られた時間を有効
にお使いいただくために、家事代行サービスをおすすめいたします。

ベアーズによる体験型ギフト「おそうじ美人」は、受け取った方が
家事代行やハウスクリーニングのサービスを受けられる商品です。

プレシャス・デイズ

家事代行
サ ビスサービス

SERV ICE

1

SERV ICE

2

SERV ICE

3

※体験者さまのコメントは、個人の感想です。

▲ 上記は「べアーズ」によるサービスです。

▲ 上記は「べアーズ」によるサービスです。

▲ 上記は「ミニメイド・サービス」のプレミアサービスによるサービスです。

CUSTOMER’s
VOICE

引っ越し前後のお片付けやお掃除、来客前、ご自分へのご褒美など
必要な時にご利用いただけます。
2時間 10,000 円（税込・交通費込）

※2,322円 /30 分でお時間の追加も承ります。

スポットでご利用いただけます

　　トイレが光り輝いていたのが印象的
1、2 階のトイレ、お風呂場（風呂桶、鏡のウロコ取り）、キッチン（シンク、五徳）、
玄関、廊下、階段（掃除機、拭き掃除）を依頼。掃除法やコツをいろいろ聞き、
自己流の掃除方法が、あまりよくなかったのがわかりました。終了後、特にトイレ
が光り輝いていたのが印象的でした。「ピカピカにするのが当社の仕上げ」とのこ
とで、さすがプロだなあと思いました。
【プロフィール】
■ご家族構成　夫、妻、息子（保育園児）、娘（2歳）　■ご利用時間　2時間半

おそうじ美人 BLUE
本体 12,960 円（税込）

おそうじ美人GREEN
本体 21,600 円（税込）

送料別途一律 900 円
（郵送の場合）

ワンランク上の
お手伝いサービスです。

忙しい時期にご利用いただく方が多い商品です。

ギフトのご提案

定期契約でご利用いただく

定期契約のほかスポットでもご利用いただける





スマイリーちゃんにおたよりを
くれたお友だち全員に「スマイ
リーちゃん人形」をプレゼント！
お名前、読みがな、年れいを書
いて送ってね。Present

千葉・千葉市
えなちゃん（7歳）

神奈川・川崎市
さきちゃん（8歳）

東京・小金井市
わかなちゃん（4歳）

東京・中央区
りおちゃん（8歳）

おたよりありがとう
ございました !

おたより
ありがとう！

教えてください、とっておきの「味」。

次号のテーマは「未来につなぎたいもの【味】」です。
わが家の味、郷土の味、慣れ親しんだ店の味など、あなたにとって次世代
に伝えたい味を、レシピやエピソードなどを添えて教えてください。

本誌についてお答えください。

「  　　　　　　　　」 読者アンケート

「わたしとのむら」にご投稿ください

Q1 よかったものに〇、そうでなかったものに×をつけてください。
（　　）表紙
（　　）世界の色図鑑  P1.2
（　　）住まいるスタイル  P3～6
（　　）おいしいテーブル  P7.8
（　　）リフォーム  P9.10

（　　）ラクラク・ライフ  P11
（　　）わたしとのむら  P12
（　　）参上！のむらの仕事人  P13
（　　）住まいるスクエア  P14

野村不動産グループカスタマークラブ
（　　）野村不動産グループカスタマークラブ  
 P17～20

野村不動産/野村不動産アーバンネット
（　　） 住み替え売却サポートサービス
 P21.22

野村不動産リフォーム
（　　） リフォーム/リノベーション
 P23.24

野村不動産パートナーズ
（　　） プレシャス・デイズ  P25.26
（　　） たたみ張り替えサービス
 P27

野村不動産ライフ＆スポーツ
（　　） メガロス  P28
野村不動産アーバンネット
（　　） 生命保険診断サービス  P29

Q2 上記の理由や本誌について、ご感想やご意見をお聞かせください。
 また特集を組むための題材として、関心のあることをお聞かせください。

Q3 興味があり、資料ご郵送をご希望の場合は〇、資料ご郵送後、
 担当者からの連絡をご希望の場合は◎をおつけください。

▲個人情報保護のために、こちらのあて名カードを
　ご使用ください。使い方は裏面をご覧ください。

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

お便り・写真・イラスト 募集中
「マンション名・氏名・電話番号」を明記の上、
下記までお寄せください。（平成29年10月31日必着）

あて先〒163-0562 
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル21階
野村不動産パートナーズ株式会社 「住まいるON LINE」編集局
E-mail  smile@nomura-re.co.jp

※ いただいた個人情報は、当社ホームページ「個人情報保護方針」（http://www.
nomura-pt.co.jp/privacy/）に則り、管理いたします。

※ 当該個人情報は、本誌企画への活用・アンケート分析・プレゼント当選時の発送・
当社が企画する「住まい」 に関するセミナーのご案内に使用いたします。

※ 当該個人情報は、厳正な管理下で安全に保管し、事前のご承諾なしに第三者
に提供することはありません。

※ いただいたコメントは、文章を抜粋したり、一部リライトして掲載させていただ
く場合がございます。

【個人情報についてのお問い合わせ／03-3345-0611（総務部）】

✉

平成29年10月13日消印有効Present

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
新宿野村ビル21階

野村不動産パートナーズ株式会社
「　　　　　　　　  」編集局　行 

（定形郵便物）

1 6 3 0 5 6 2

9 9 9新宿局承認

1210

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成30年4月
30日まで

掲載させていただいた方全員にプレゼントをご用意しております。
プレゼントの発送は、11月下旬予定です。

掲載にあたっては、お客さまのお住まいの地域と名字をご紹介させていただきます。
（例 ： 東京・新宿区　野村さま）　匿名希望の方は、○をつけてください。（　　）

（     ） 『地球の歩き方ガイド　リゾートスタイル　ハワイ島』 P2
（     ） ニコイチ P6　　（     ） 道行灯 P6

プレゼント応募コーナー ご希望の品1つに○をつけてください。

プレゼントのご応募は、平成29年10月31日消印有効Present




