
リフォーム専門店

東邦ガスのリフォーム専門ブランド「わが家のマイスター」が安心のリフォームをご提供します。

わが家のマイスター
桑名大山田店

開
催

株式会社ガスリビング三重桑名大山田店 〒511-0902 三重県桑名市松ノ木３-８-１
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17:0010:00

2022年19 202

○制度の具体的な内容につきましては、こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページをご覧ください。　

対象
リフォームで 30 既存住宅を購入しリフォームを行う場合

子育て世帯・若者夫婦
世帯    が対象リフォームで

※1:子育て世帯とは、18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯（年齢はいずれも令和3年4月1日時点）。
※2021年12月27日時点の情報を基に作成しております。※補助金を受けるには一定の要件を満たす必要があります。詳しくは担当者までお問合せください。

※1

万円/戸 60最大 万円/戸最大

●子育て対応改修  ●耐震改修
●バリアフリー改修
●空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
●リフォーム瑕疵保険等への加入
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●開口部の断熱改修
●外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
●エコ住宅設備の設置

1

2

3 ●～●いずれか必須1 3

●～●任意4 8

対象となるリフォーム工事

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/ホームページ

開催
会場

開催
日時

玄関ドアを交換して

対象工事を実施する全ての世帯が対象です。
（合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。）

国の新たな補助金制度が始まりました。 

リフォームをお考えの方へ補助金制度を活用して

快適で安心して暮らせるお住まいにしてみませんか。

開口部の断熱改修

こんなお困りごとはありませんか？

●玄関を開けたらニオイや湿気が
こもっている。

●鍵を取り出すのが面倒…。
●玄関、廊下が寒い。

ポイント!

玄関ドアリフォーム

断熱内窓をプラスして で快適な暮らしにで快適な暮らしに

例えば2.8㎡以上の内窓設置の場合 例えば1.8㎡以上のドア交換の場合

補助額 補助額
開口部の断熱改修

こんなお困りごとはありませんか？

●冷暖房の機器が悪い。
冬場の電気代が気になる。

●窓のまわりがびしょびしょ。
●外の音が気になる。

断熱内窓リフォーム

室内の寒さが気になる方も多いのではないでしょうか。極端な温度差は体に負担がかかることをご存知でしょうか？
大きな温度差を感じると血管が収縮し特に高齢者や体が弱い方がいらっしゃるご家庭は注意が必要です。

温度差を小さくする断熱リフォームで安心・快適な暮らしを。

住宅のリフォームで補助金交付の対象となる主な工事例

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

お見積特典

1週間遅れの

期間中に10万円（税抜）以上
お見積りをご依頼のお客さまに

※期間中にご来場いただいた方に限ります。
※数に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
※お見積り特典の条件については実際にお客さま宅をご訪問し、
　お見積りをご提示させていただいた場合に限ります。
　また期間中お申込みのうち一度に限ります。

先着でプレゼント！
を

実施するリフォーム工事内容に
応じて国が工事費用の一部を補助します。

お部屋をもっと快適に！ 新しい玄関で、もっと心地よく。

断熱リフォームで心も体も暖まる。

円/箇所21,000 32,000円/箇所

温度差を小さくする断熱リフォームで安心・快適な暮らしを。

先着 プレゼント！

断熱効果 結露軽減 遮音効果 採風・断熱・
採光

電気錠 防犯

※2:施工内容により施工時間は異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。 ○写真はイメージです。

1Day
リフォーム

※21Day
リフォーム

※2

をプラスして で快適な暮らしに

こんなお困りごとはありませんか？

冬場の電気代が気になる。
窓のまわりがびしょびしょ。

リフォーム

お部屋をもっと快適に！

断熱効果 結露軽減 遮音効果



●整理収納
アドバイザー2級

住宅のリフォームで補助金交付の対象となる主な工事例

例えば高断熱浴槽の設置の場合 エコ住宅設備の設置

●お湯の温度が上がらない。
●足が伸ばせる浴槽にしたい。
●浴室が寒い。
●浴槽のお湯がすぐ冷める。

浴室リフォーム

キッチンをリフォームして お風呂をリフォームして で快適な暮らしにで快適な暮らしに

例えばキッチンセットの交換に伴う対面化改修の場合

補助額 補助額
子育て対応改修

こんなお困りごとはありませんか？

●場所が狭くて料理しづらい。
●ガスコンロ、レンジフードの
お掃除が大変。

●収納が少ない。 ●洗い物がしづらい。

こんなお困りごとはありませんか？

キッチンリフォーム

例えば節水型トイレ、バリアフリー改修など
の断熱改修で快適な暮らしに

例えば外壁断熱の場合

補助額
他にも色 な々リフォームで
補助金がでます。

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

こんなお困りごとはありませんか？
●外壁にひび割れ・はがれがある。
●水垢、汚れが目立つ。
●雨漏りがする。
●地震に強い家にしたい。

外まわりリフォーム
長く暮らせる快適な暮らしへ。

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

暮らしのお困りごとを
解決！

こどもみらい住宅支援事業の補助金はなくなり次第終了となります。お考えの方はお早めにご検討ください！！

開放感あふれる対面キッチン。 暖かく、広 と々した浴槽、洗い場に。

円/戸86,000 24,000円/戸

102,000 円/戸

相談会のご予約やリフォームのご相談は下 記 の 方 法で

わが家のマイスター

わが家のマイスター桑名大山田店

お電話 お問い合わせは
下記へご連絡ください。 ご来 場 お近くの店舗まで

お越しください。 W e b 予 約

オンラインでの相談予約もできます。
詳しくはホームページへ

ご来店予約は
こちらから

0120-
188-756 〒511-0902 三重県桑名市松ノ木３-８-１

チラシ有効期限 2022年4月30日（土）まで

○本チラシに掲載の価格および仕様は2022年1月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。○本チラシに掲載の価格は、「税込価格」を表記しています。なお、価格表記のないものは、担当者までお問い合わせください。
○本チラシに掲載の商品は施工費が別途となります。担当者までお問い合わせください。 ○仕様や設置工事内容によって価格が異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
○本チラシに掲載の写真およびイラストの一部はイメージです。 ○商品の色は、印刷上、実際の商品とは異なる場合がありますのでご了承ください。

○写真はイメージです。

節湯水栓 レンジフード ビルトインコン
ロ

高断熱浴槽 浴室乾燥機高効率給湯
機

屋根・天井外壁 床

店内の
定期的な
換気を
しています

アルコール
除菌
対策

全社員
マスク着用
の徹底

新型コロナ
ウイルス
感染症対策を
徹底しています

○感染症対策でお客さま同士の密をさけるため、お待ちいただく可能性がございます。ご予
約いただいてからのご来店をおすすめします。○会場入り口にアルコール消毒液を設置し
ております。○新型コロナウイルス感染拡大により、予告なくイベントが中止または延期になる
場合がございますのでご了承願います。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的
に営業時間・定休日が異なる場合がございます。※営業時間、定休日は変更になる場合がご
ざいます。定休日以外にも、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の期間に休業させていただ
く場合がございます。

●天白店 ●千種猪子石店 ●千種星ヶ丘店
●名東本郷店 ●イオンモールナゴヤドーム前店
●港店 ●中村太閤通店 ●西区小田井店 ●日進店
●小牧店 ●稲沢店 ●岡崎南店 ●岡崎北店
●豊田挙母店
●各務原店

愛知県

●津店 ●四日市笹川通店●松阪店 ●桑名大山田店三重県

○感染症対策でお客さま同士の密をさけるため、お待ちいただく可能性がございます。ご予
約いただいてからのご来店をおすすめします。○会場入り口にアルコール消毒液を設置し
ております。○新型コロナウイルス感染拡大により、予告なくイベントが中止または延期になる
場合がございますのでご了承願います。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的
に営業時間・定休日が異なる場合がございます。※営業時間、定休日は変更になる場合がご
ざいます。定休日以外にも、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の期間に休業させていただ
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○感染症対策でお客さま同士の密をさけるため、お待ちいただく可能性がございます。ご予
約いただいてからのご来店をおすすめします。○会場入り口にアルコール消毒液を設置し
ております。○新型コロナウイルス感染拡大により、予告なくイベントが中止または延期になる
場合がございますのでご了承願います。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的
に営業時間・定休日が異なる場合がございます。※営業時間、定休日は変更になる場合がご
ざいます。定休日以外にも、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の期間に休業させていただ

愛知県

東海3県に
19店舗

岐阜県

桑名大山田店
10:00～18:00営業時間 定休日

桑名I.C

三岐鉄道
北勢線

現地案内地図

桑名大山田店
わが家のマイスター
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  ケーズデンキ
桑名店

東名阪
自動車道

F1マート

消防署前

日曜日、祝日（事前予約にて賜ります）

10:00～18:00営業時間 定休日 水曜日 (水曜日が祝日の場合、木曜日）

渡邉
マイスター

住まいは、家族にとってかけがえ
のない大切な空間です。変化し
ていくライフスタイルに合わせた
住まいの作り方を、お客さまの目
線でご提案させていただきます。
ぜひご相談ください。

桑名大山田店マイスターの紹介

●2級建築施工
　管理技士

●カラーコーディネーター
2級

江塚
マイスター

リフォームをしてくださるお客さ
まが笑顔になって頂けるよう、誠
心誠意努めて参ります。お困り
ごと等ございましたら、何でもお
声がけください。

平マイスター

リフォームをする際に重視するとこ
ろは人それぞれ違います。お客さ
まのお困り事とこだわりについて、
ぜひお聞かせください。より居心地
の良いわが家になるよう、精一杯
お手伝いさせていただきます。

わが家のマイスター 桑名大山田店

わが家のマイスター コミュニケーションスペース桑名

イ エ ハ ナ ゴ ム

リフォーム専用
ダイヤル




