




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

野村不動産リフォーム株式会社
reform@nomura-re.co.jp
  野村のリフォーム

WEBサイトは
こちらから

リ
フ
ォ
ー
ム

受付時間 / 9：00 ～ 17：40（水・日・祝・年末年始を除く）

TEL 0120-337-442

イベント詳細については変更となる場合がござ
います。開催時間など最新の情報は当社ホー
ムページをご確認ください。

	 7/1	(日)	 船橋会場
	 7/14	(土)	 さいたま会場

	 7/7	(土)	 新宿・相模原会場
	 7/21	(土)	 横浜・千葉会場

7/8	(日)	 立川会場

今すぐリフォームを考えていなくても、
今どきのお家に興味ありませんか？
これからの暮らしに役立つ様々な
コンテンツをご用意しております。

前回のイベント（ショールーム見学ツアー）の様子

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。

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

www.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

【 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

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。
※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、27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。

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
は当社のフリーダイヤル、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。

昔の日本に当たり前のようにあった囲炉裏をモ
チーフに、新しいタイプのキッチンが誕生しました。
マルチワイドIHで、４つのお鍋を同時に加熱するこ
とができ、保温スペースを確保できるため、出来上
がりを揃えられます。
シンクも３方向からアクセスできるので、シンクで
渋滞することなくみんなで使いやすい設計となって
います。

ＴＯＴＯが100年培ってきた技術の粋を尽くし陶
器の美しさを最大限に引き出した優美な曲線。
どこから見ても美しい芸術品のような佇まい。細
部までこだわりぬいたデザインです。
また、機能も一切妥協せず、新開発の技術を搭載
したフルスペック装備。

“次世代トイレ”として世界に掲げたグローバル
統一モデルのトイレです。

LIXILのトイレシリーズ「サティス」に、新コンセプト
が誕生。
ノーブルトープの温かみを帯びた色味は、優美さと
洗練さを兼ね備え、柔らかで上品な空間に調和し
ます。シンプルでコンパクトなフォルムがどんな空間
にも調和し、ゆとりあるトイレ空間を実現。
トイレの汚れが、ツルンと落ちる新素材「アクア
セラミック」を採用し、お掃除がラクラク。

Irori Dining
(いろりダイニング) ネオレストNX サティス

ノーブルレーベル

出典：株式会社LIXIL出典：TOTO株式会社出典：パナソニック株式会社エコソリューションズ社

～我が家のサニタリーをもっと快適に～新商品のご紹介

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
一番お問い合わせの多い、水まわり交換のリフォーム。
交換の際に、用途や自分好みに合わせてこんなプラスのカスタマイズはいかがでしょうか？

おすすめの

リフォーム
プラン

Reform

千葉 東京・神奈川 東京

埼玉 神奈川・千葉

LIXILセミナー・ショールーム見学ツアー・個別相談会開催

ダイニングとつながるオープンキッチンに、
タイル貼りでアクセントを。

キッチンの背
面にカップ
ボードを設置
し、リビング
側から見えな
いように壁を
造作。

キッチン

ミラー部分に間
接照明をつけ、
心安らぐ空間に。

脱臭・調湿効果があ
るエコカラットを貼
り、ニオイの原因物質
や湿気をキャッチ。

ヒートウォーマーを
取り付けて、冬はバ
スタオル掛け、梅雨
～夏は雨天時の洗
濯物干しとして。

お風呂あがりに
一息ついて寛げ
る腰掛を設置。

トイレ 脱衣所

《	お申込み方法	》
お電話または当社ホームペ
ージより承ります。
こちらのQRコードからでも
お申込みいただけます。

検索
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教えてください、こだわりの「香り」。
次号のテーマは「くらしにこだわる【香り】」です。
ご自身やご家族のお気に入りの「香り」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×をおつけください。

（　　）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

（　　）マンション×暮らしサポートロボット  P11.12
（　　）わが家の安心・安全 P13
（　　）参上！のむらの仕事人  P14
（　　）住まいるスクエア P15〜17
（　　）わたしとのむら P19

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

P21〜24
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
P25.26

野村不動産リフォーム
（　　） リフォーム/リノベーション

P27.28
野村不動産パートナーズ

（　　） プレシャス・デイズ  P29

の「ハウスクリーニング」

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。

返信をご希望の方は、○をおつけください。（　　）

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7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）】

✉

「 」 読者アンケート

2018年7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、8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、○をおつけください。（　　）

（     ） BRUNO アイスクリームココット　表紙
（     ） 『地球の歩き方　アルゼンチン・チリ』 P2
（     ） Shimamori　P6

プレゼント応募コーナー　ご希望の品1つに○をおつけください。

プレゼントのご応募は、2018年7月31日消印有効

【ご注意事項】
※ 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（株）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 希望までお伺

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。

エアコン分解洗浄
メニュー 価格（税込） 作業範囲・ご注意事項　等

壁掛けエアコン室内機
お掃除機能なし

13,500 円 2台目から￥1,000 引きになります
【作業範囲】
フィルター、内部ファン、アルミフィン、
吹き出し口、外面カバー

【ご注意事項】
※ 機種や設置状況により対応できない場合もございます
※ エアコンの吹き出し口のみが見える隠ぺい型（埋込型）につき
ましては、クリーニング会社による作業が出来かねます

壁掛けエアコン室内機
お掃除機能あり

19,800 円

天井カセット型エアコン 32,000 円

エアコン室外機

オプション
5,250 円 【作業範囲】

ファン、アルミフィン、外面

【ご注意事項】
※ 高圧洗浄はいたしますが、分解はいたしません

単品 7,200 円

壁掛けエアコン抗菌コート
オプション

3,150 円
消臭・抗菌・防カビ効果がございます

【ご注意事項】
※ 単品でのお申込みはお受けできません

詳しくは
WEB をご覧ください。→

※ エアコン室内機と
同時のご注文

※ エアコン室内機と
同時のご注文

プロによる分解洗浄で、内部のカビや汚れをスッキリ。

エアコンの洗浄、その前に !!

エアカットバルブのお手入れ
高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホース（エアコンの排水ホース）
から屋内に逆流し、ポコポコと音が発生する場合がございます。エアカットバルブは、
この音を抑えて空気の逆流を防止するための部品で、虫の侵入や異臭抑制の効果もあり
ます。夏は室内機から発生した水がエアカットバルブ内にたまるため、エアコン利用前
にお手入れをしましょう。
※ すべてのドレンホースに取り付けてあるものではございません。

「住まいるOn Line」を
リニューアルいたしました

快適なマンションライフをサポートする、お客さま
との双方向コミュニケーションツール「住まいるOn 
Line」は、これからもよりよい情報をお届けできるよ
う努めてまいります。

「住まいるOn Line」に掲載したい情報などございまし
たら、編集局までぜひご連絡ください。皆さまから
の情報をお待ちしております。

「住まいるOn Line」編集局

「住まいるOn Line」WEBサイト
www.nomura-pt.co.jp/smile/

E-mail
smile@nomura-re.co.jp

住 ま い る FORUM

野村
不動産

パートナーズからの

お知らせ

ワンポイントアドバイス

野村不動産パートナーズ株式会社
http://www.nomura-pt.co.jp
  野村　プレシャス

WEBサイトは
こちらから受付時間 / 平日 9：30 ～ 20：00（年末年始を除く）

TEL 0120-194-302

住まいるOn Line

住まいるOn Lineプ
レ
シ
ャ
ス
・
デ
イ
ズ

Present

Present
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