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リフォームアドバイザーの
熱い想いを聞いてください !!
リフォームアドバイザーの

熱い想いを聞いてください !!

現場監督の
想いも聞いてください !!

現場監督の
想いも聞いてください !!

・お客様の想いにとことんお付き合いします。

・お客様の豊かな未来を創るお手伝いをします。

・お客様に感動と満足をご提供します。

・お客様とのコミュニケーションを大事にします。

・ 安全、品質、納期にこだわり工事を行います。

のリフォーム
AZUMA     Reform

のリフォーム
AZUMA 　　Reform

東産業にお任せ！納得のサービスをご提供！東産業にお任せ！納得のサービスをご提供！

建物は 塗料の膜によって色彩を

与えられると同時に、 紫外線や雨

風、 熱などの影響から保護されてい

ます。 外壁塗装は建物の身代わりに

なる為に施されているのです。 　　　　　

塗装が劣化して寿命が尽きる前に

再び塗装を施すことによって建物

自体を長く使うことができるのです。

外壁塗装の

塗り替え
外壁塗装の

塗り替え
どうして
必要？

触ると白い粉が
手に着いちゃう！

うわあ、 塗装に
ヒビが入ったよ！

中の素材が
痛んじゃうよー！

色褪せ ひび割れチョーキング現象 塗装がはがれる

汚くなって
きちゃった

施工例

壁
面

施工例

屋
根

地域密着！！地域密着！！ 迅速対応！迅速対応！
四日市を中心に、桑名、
鈴鹿、津の地域密着の
企業です！

急なつまり・水漏れ
などのトラブルも
ご対応します！

アフターフォロー
アフターフォロー

工事後の修繕やリフォームに
関するお困りごとのご相談も
お任せください！

経験豊富なスタッフが
お伺いいたします。
なんでもご相談ください！

水まわりリフォーム 内装リフォーム 外構リフォームエクステリア おそうじサービス介護リフォーム

我が社のリフォームに対する熱
い想い聞いてください！

その想いに共感いただけた皆様
のために誠心誠意つくします !!我が社のリフォームに対する熱
い想い聞いてください！

その想いに共感いただけた皆様
のために誠心誠意つくします !!

アナタの夢やわがまま

叶えます！
アナタの夢やわがまま

叶えます！

裏面にはオススメ水まわりリフォーム商品が勢ぞろい !! 要チェック !!

メンテナンス業
メンテナンス業

50年以上の実績!!
50年以上の実績!!

工事後の工事後の

工事完了後からがお客様との

本当のお付き合いだと考え、工事後の

アフタフォローも責任を持って行います！

お客様からの期待を
満足に変えてみせます！！

お家を建てられた「その後」に困ったことは

ありませんか？

「担当者がめっきり来なくなった」

「相談に応じてくれない…」など。

当社はお客様からご相談をいただき、

ご要望に応じたリフォーム工事をするだけでなく

「その後」のアフタフォローに絶対の自信を持っています！

何か困ったことがあればすぐに駆けつけられる体制で、

緊急時でもお家に関することであれば何でも対応

いたします。お客様の大切なお金をいただきます。

決して安いお金ではありません。

お家を建てられた「その後」に困ったことは

ありませんか？

「担当者がめっきり来なくなった」

「相談に応じてくれない…」など。

当社はお客様からご相談をいただき、

ご要望に応じたリフォーム工事をするだけでなく

「その後」のアフタフォローに絶対の自信を持っています！

何か困ったことがあればすぐに駆けつけられる体制で、

緊急時でもお家に関することであれば何でも対応

いたします。お客様の大切なお金をいただきます。

決して安いお金ではありません。

大切なお金をかけていただく

「安心・満足」を私たちがお届けします！！
大切なお金をかけていただく

「安心・満足」を私たちがお届けします！！

私が責任者の秋田です！

私の想い聞いてください !!
私が責任者の秋田です！

私の想い聞いてください !!



アズマの おそうじサービ
ス

ご相談無料お見積無料

http://www.azuma-mie.co.jp/life/category/staffblog/http://www.azuma-mie.co.jp/life/category/staffblog/

スタッフ
ブログ公開中！
スタッフ
ブログ公開中！

暮らしのお役立ち情報や豆知識、日々の出来事
など見どころ満載のブログです。
週一更新ですのでぜひチェックしてください！

CH931SWSCH931SWS
CH1401WSCH1401WS

腰掛便器（組合せ便器）腰掛便器（組合せ便器）

温水洗浄便座 貯湯式タイプ温水洗浄便座 貯湯式タイプ

汚れや条件によって価格が異なります

現場調査の上、 無料でお見積させていただきます

（税別）
円

2台
以上

1台10,000
（税別）
円/台9,000

特別

価格！！
特別

価格！！
通常価格 11,000 円（税別）

キャンペーン実施中！
キャンペーン実施中！

エアコン
クリーニングエアコン
クリーニング

個人宅おそうじメニュー個人宅おそうじメニュー

レンジフード・・・・・・1台 12,000円（税別）～

キッチン一式・・・・・・15,000円（税別）～

浴室一式・・・・・・・・・15,000円（税別）～

トイレ一式・・・・・・・・7,000円（税別）～

洗濯機・・・・・・・・・・1台 16,000円（税別）～

その他にもフローリングやガラス・サッシも承ります！

※別途お見積になります

分解洗浄

円342,800

アメージュＺアメージュＺ
シャワートイレ リトイレ
（フチレス）
シャワートイレ リトイレ
（フチレス）

３ ３

３ ３

GBG-ZA10H/
DT-ZA182H
GBG-ZA10H/
DT-ZA182H

50％
OFF
メーカー希望小売価格 204,600 円（税別）メーカー希望小売価格 204,600 円（税別）

円102,300

円28,900 円98,000

50％
OFF
メーカー希望小売価 171,100 円（税別）メーカー希望小売価 171,100 円（税別）

円85,550

ビューティ・トワレビューティ・トワレ アラウーノアラウーノ

ピュアレストQR SBピュアレストQR SB MXMX
３

３

円42,000

MVMV

円86,000

8 .9
万円

※標準工事以外は別途費用が発生する場合があります

※標準工事の内容は
　スタッフがご説明させて
　いただきます

エアコン取付工事エアコン取付工事
三菱電機三菱電機

コミコミ価格コミコミ価格
商品と標準工事費商品と標準工事費

浴室浴室 キッチンキッチン トイレトイレ 化粧洗面台化粧洗面台

※掲載商品は本体価格です。標準工事費が別途必要になります。　※当広告は、すべて消費税抜き価格です。6.10 ~ 6.316.10 ~ 6.31キャンペーン期間キャンペーン期間 20172017 までまで

１

Ｓタイプ Ｓタイプ 
システムバスルーム サザナシステムバスルーム サザナ
SAZANA HSSAZANA HS

メーカー希望小売価格 837,000 円（税別）メーカー希望小売価格 837,000 円（税別）

「部屋の雰囲気を替えたい」「家族が増えて和室から
洋室に替えたい」などでお困りではありませんか？
洋室リフォームをご検討ください！

Before After

Before After

リフォーム水 特集まわり水 特集まわり リフォーム

リフォーム後のおそうじもご相談ください！リフォーム後のおそうじもご相談ください！

Z タイプZ タイプ
システムバスルーム アライズシステムバスルーム アライズ
AriseArise

２エコキュート
EQN46TFVEQN46TFV .9

万円27メーカー希望小売価格 940,000 円（税別）メーカー希望小売価格 940,000 円（税別）

ふろ給湯器ふろ給湯器

屋外壁掛
・標準
屋外壁掛
・標準

.9
万円11

屋内据置屋内据置
.6
万円11

※リモコン、カバー付き※リモコン、カバー付き

メーカー希望小売価格 857,000 円（税別）メーカー希望小売価格 857,000 円（税別）

円418,500

コンパクト設計のシンプルタイプコンパクト設計のシンプルタイプ
GYGQM75K1SMKGYGQM75K1SMK
間口750ｃｍ/ 一面鏡 /曇り止め有

■ 広々シンク■ 広々シンク

機能
充実

収納
豊富

お掃除
楽チン

■ 大収納キャビネット■ 大収納キャビネット

メーカー希望小売価格
867,200 円（税別）

メーカー希望小売価格
867,200 円（税別）

50％
OFF

メーカー希望小売価格
196,000 円（税別）

メーカー希望小売価格
196,000 円（税別）

I 型　本体間口 255ｃｍI 型　本体間口 255ｃｍ

調理しやすい収納豊富な
システムキッチン
調理しやすい収納豊富な
システムキッチン

シエラ

壁面洗面壁面洗面

68％
OFF

メーカー希望小売価格
270,000 円（税別）
メーカー希望小売価格
270,000 円（税別）

W750W750

円89,000
68％
OFF

メーカー希望小売価格
283,000 円（税別）
メーカー希望小売価格
283,000 円（税別）

W900W900

LED照明付き
引き出しタイプ
LED照明付き
引き出しタイプ

エコジョーズ

円31,070
40％
OFF

TMGG40SEWTMGG40SEW
給水用水栓給水用水栓

30％
OFF

30％
OFF

２

円349,000

給水用水栓給水用水栓

チェンジ !!チェンジ !!
一緒に内装も一緒に内装も チェンジ !!チェンジ !!
一緒に内装も一緒に内装も

円20,370 円19,950
給水用水栓給水用水栓
TKGG31EZTKGG31EZ TKGGG30EZTKGGG30EZ

和室から洋室のリフォームもオススメ！

チェンジ !!チェンジ !!
和室から洋室へ和室から洋室へ

チェンジ !!チェンジ !!
和室から洋室へ和室から洋室へ

壁紙で雰囲気が
がらっと変わります！
お気に入り空間を
作りませんか？？

6 畳タイプ6畳タイプ
GVシリーズ 2016 年モデル
MSZ-GV2216-W
GV シリーズ 2016 年モデル
MSZ-GV2216-W

３

２ ２ ２

１


