






食材や肌、植物、インテリアなど
身の回りにある様 な々モノの色味を
より美しく引き立てるＬＥＤ。

従来LED

ＬＥＤの光はまぶしすぎる？と感じる方へ、
まぶしさを抑えながらも明るい光を放つ、

独自技術によるＬＥＤ。

明るさと光の色を
心地よいバランスで
変化させられるＬＥＤ。

おすすめのあかり
ＬＥＤなら、内装を傷めずに照明器具を変えることができます

リフォームアドバイザーが教える
オリジナルリフォームのポイントおすすめの

リフォーム
プラン

Reform

あかりひとつで、お部屋の雰囲気や食卓に並ぶ食事の色も変
わってくるもの。今は適所適光の時代、ＬＥＤにすることで
照明器具にもこだわってみませんか？

ＬＥＤのメリット

従来LED 美ルック

LEDの「点の光」を、「面の光」へ。

パネルミナ（60形）一般型LED（60形）

器具内平均輝度

8,048 cd/m29,716 cd/m2 ＞
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白熱灯器具や蛍光灯器具に比べて少ない
消費電力で点灯します

蛍光灯からLED照明へ変更した際の違い
（１日９時間点灯した場合）

・ 3LDKアパート・マンション
 蛍光灯 2,266円／月

 LED 936円／月

蛍光灯 約13,000時間

ＬＥＤ 約40,000時間

（照明器具本体ごと取り替えた場合）

従来ひとつの照明器具ではできなかった光の
色や明るさを変えることができます

節電

便利で機能的

長寿命

調色・調光

Merit

1

Merit

2

Merit

3

Merit

4

昼光色昼白色温白色電球色

赤っぽく
あたたか

暖かみのある光
あたたか・黄色くあたたか

自然な光
白くやわらか

青く冷たい

涼（クール）中間（ニュートラル）暖（ウォーム）

電球色 温白色 昼白色

おすすめの場所
さわやかで活動的な空間
にしたいところや
明るさ重視のところ
例：キッチン、子供部屋、
　　作業のあかりなど

おすすめの場所
ニュートラルで自然なあかり。
暖かさと明るさを
両立したいところ
（例：全ての部位）

おすすめの場所
落ち着いたくつろげる空間に
したいところ

2700K 3500K 5000K

例：リビング、ダイニング、
寝室、浴室、　　
エクステリア、玄関など

スイッチONで、
すぐに明るく。

ON・OFFを
繰り返しても大丈夫。

光でモノを
傷めにくい。

虫が
寄りにくい。

ON!

ON!

OFF!

約３倍長持ち

ひと月約1,330円、
年間約15,960円お得

パネルミナ
の方が、

まぶしさが
小さい

出典：パナソニック株式会社エコソリューションズ社

工事開始直後、施工中、完成後といったリノベーションの様 な々段階をご覧いただきながら、
リノベーション内容やポイントなどをプランナーが分かりやすくお伝えいたします。
またリノベーション個別相談も承っておりますので、お気軽にご来場ください。

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・大阪・兵庫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。

＜ご注意事項＞
※ご応募はお一人様１回限りとさせていただきます。　※ご当選の権利は、応募者様ご本人のみ有効
とさせていただきます。（譲渡、変更、換金不可）　※応募対象の方及び商品のお届け先は、日本国
内に在住の方のみとさせていただきます。　※プレゼントは会員登録いただいているご住所へお送り
いたしますので、お客様情報は正しくご入力ください。　※当選の発表は発送（４月下旬頃）をもって
かえさせていただきます。　※応募の受付、当選確認に対するお問い合わせにはお応えいたしかねま
すのでご了承ください。　※ご成約時の特典につきまして、他キャンペーンとの併用はできません。

検索
施工例を

豊富に掲載
しています！

リノベーションマンション見学会開催（予約制）

リノベーションマンション見学会開催

メールマガジン会員特典

その１． 一年に一度うれしいプレゼント進呈
その２．ご成約時、成約価格より５％オフ
その３．お得なイベントへ優先的にご案内

応募期間中に野村不動産リフォームの
メールマガジン会員に
新規でご登録いただくと、
抽選で100名様にQUOカード500円分プレゼント

こちらのQRコードからご登録ください⇒
開かない場合は、ホームページから
検索をお願いいたします

検索

w w w.n-bespo.jpbespo  公式サイトはこちら

リノベーションセミナー・相談会（予約制）

物件探し・ローン資金計画・リノベーション・アフターサービスに至るまで、野村不動産グループ連携による一貫した体制をご紹介いたします。
不動産からリノベーションまで様 な々ご質問を承ります。

詳細・ご予約はbespoサイト「イベント情報」へ

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

【 開催日時 】　毎週木・金・土／10：00～19：00　　【 開催場所 】　野村不動産リフォーム　本社セミナールーム

野村不動産リフォーム 
メールマガジン新規会員登録キャンペーン開催中

2018年
3月31日土

まで





野村不動産パートナーズ株式会社

》 お問合わせはこちら

◎お申込みの流れ　電話でお申込み ▶ 日程調整のご連絡 ▶ サービス実施
◎サービス提供エリア　【関東エリア】東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県　【関西エリア】大阪府・京都府・兵庫県・奈良県　※対応エリアが決まっているため、一部対応できないエリアがあります。

〒 163-0562　東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号　新宿野村ビル

◎注意事項　※物量やクローゼットの大きさ、要不要の判断時間により、作業時間が増減します。※一部対応できないエリアがあります。予めご了承ください。※作業時間には精算やご相談などの時間
も含みます。※作業日決定後、作業日 2 日前のキャンセルよりキャンセル料が発生します。※作業には、整理収納に収納グッズ（ボックス等）が必要な場合があります。その場合、サービス料金とは別
に収納グッズ代が掛かります。※プレゼントとしてお申込みされる場合、必ず相手方の了承を得た上でのお申込みをお願い致します。また、日程調整が必要となるため、事前に相手方にご連絡をさせてい
ただきます。※クレジットカードでのお支払いはできかねます。サービス終了後、請求書をお送りしますのでお振込みによるお支払いをお願いします。※サービスの提供はインブルーム株式会社が行います。

※ 2018 年 4 月1日より受付時間は 9：30 ～ 20：00
となります。

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

10,000円
（税込、交通費込）

※整理収納アドバイザー1名でお伺いします。
※お一人様 1回限りのご利用となります。
※時間内でできる範囲で作業させていただきます。

目指してゆくライフスタイルや、自分や家族にとって大切なものを明確にすることで

お部屋のキレイから心のゆとりがうまれ、幅広い効果をもたらします。

初回お試し
プラン

1名・2時間30分

キレイな住まいと、
ゆとりある暮らし。

の「お片付けサービス」

「お片付け」で、ライフスタイルを見直そう！

まずはやってみませんか？

4 つの効果

1.

3. 4.

2.
時短がつくる生活のゆとり
例えば欲しいものをすぐにとりだせるキッチンなら
動線が短くなり料理時間も圧倒的に短くなるので
“ゆとり”の時間がうまれます。

帰りたくなるリラックス空間
片付いた状態が当たり前になると時間と心に“ゆとり”
がうまれます。おそうじも楽にできるようになり、
お部屋のインテリアに興味が湧いたり
自分の好きな一番居心地のいい場所になります。

お子様の自分で考え決める力を育てる
お片付けは必要なものが何かを見極めることです。
お子様も自分で考えて決めるという
プロセスを学べば、考える力や判断力が身に付き、
日常の様々な面で発揮できる期待も！

自然と身に付く節約感覚
今、自分が使いたいものが何かを知ることで、
必要なものと不要なものがクリアになり、
無駄なものを購入することが無くなります。
自然と節約につながり、家計にも“ゆとり”が！
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教えてください、こだわりの「手作り」。

次号のテーマは「くらしにこだわる【手作り】」です。
あなたがご自身やご家族のために「手作り」しているものについて、
こだわりのポイントを添えて教えてください。

本誌についてお答えください。

「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

野村不動産アーバンネット
（　　） 収益不動産  P25
（　　） 生命保険診断サービス  P26

野村不動産パートナーズ
（　　） プレシャス・デイズ  P27
（　　） たたみ張り替えサービス  P28

野村不動産ライフ＆スポーツ
（　　） メガロス  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。（2018年4月30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）】

�

「  　　　　　　　　 」 読者アンケート

2018年4月13日消印有効

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

6219

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成32 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、5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　中米』 P2
（     ） ミニボトルブレンダー P6 （     ） おやさいクレヨン 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、2018年4月30日消印有効Present

Present

おたより
ありがとう！

兵庫・尼崎市
たいちくん（4歳）

東京・江東区
あんちゃん（8歳）

兵庫・伊丹市
りんちゃん（6歳）

大阪・箕面市
みづきちゃん（7歳）

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

おたよりありがとう
ございました !




