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●掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。※リフォームの消費税は、リフォーム工事が完了して、お客様にお引渡しする時点の税率が適用されます。
予めご了承下さい。※掲載の商品写真はイメージです。写真には価格に含まれないものも含まれている場合があります。

【サービス提供会社】 すまいサポート提携会社・三井デザインテック（株）・リビングポイント（株）・フロンティアコンストラクション&パートナーズ（株）

掲載商品のご注意事項

※本パンフレット掲載品は予告なく変更・終了させていただく場合がございます。※記載の価格は2020年2月末日現在のものとなります。
6. 表示価格は全て消費税（10%）を含めた価格です。3. お部屋により状況が異なりますので、場合によっては現地調査後に正式なお見積りをご提出いたします。

ポイントリフォーム一覧マンション版



ポイントリフォームで、
すまいをもっと“快適で素敵”な空間に。

「ずっと気になっていた」、「こうすればいいな」と思っていた。

すまいの片隅を新しくすることで、すまい全体が見違えるほど素敵になります。

壁・床・天井・扉など、部分的なリフォームや、間仕切り撤去など

各種内装リフォームまでリフォームのエキスパートによる施工で

見違えるような仕上がりがお楽しみいただけます。

洗練されたデザインのポイントリフォームで、

毎日の暮らしをもっと豊かに。

お申込みの流れ

Webのお問い合わせ
フォームに必要事項を
ご記入の上、送信頂くか
三井のすまいLOOP
デスクへお電話下さい。

お申込み内容のサービ
ス提供会社から、内容
の確認と現地調査日程
の調整のため、お客様
へご連絡をいたします。

現地調査を行い、設
置状況の確認やオプ
ションの有無を確認
いたします。

サービス提供会社か
ら、お見積りを提出さ
せて頂きます。

お見積もり内容をご
確認いただき、よろし
ければお申込み（ご
契約）を頂きます。

工事実施日をご相談
の上、工事を実施いた
します。

工事完了後にご請求
書をお渡しし、工事
代金をお支払い。

01ポイントリフォーム 内装 間仕切り撤去

イメージは一例です。ご自宅に合わせたご提案をさせて頂きます。※掲載の写真およびイラストはイメージです。実際とは異なります。

間仕切り撤去
家族で集まれる広いリビングがほしい。
そんなご要望にお応えするのが間仕切り撤去です。
ご要望や現状のお住まいに応じて調査・提案をいたします。

一例　LD-和室の間仕切り撤去

参考価格：550,000円（税込）～

［標準工事内容］和室入口建具・間仕切り壁・畳・押入襖・枠の撤去、和室床フ
ローリング貼り、和室部分の巾木の取付、和室およびリビングの壁紙の張替え
※リビングと和室の間には床見切りが付きます。間仕切り壁の撤去は構造上
壁の一部が残る場合がございます。※電気設備(コンセント・スイッチなど)の
移動は含まれていません。※価格には、材料費・解体処分費・標準工事費・簡
易清掃費・諸経費が含まれています。仮説工事費（養生など）は含まれません。
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壁と天井の壁紙（クロス）の貼替え
全室のクロス貼替えはもちろん、手軽に気分転換したい
ときなど壁一面のクロス貼替えだけでも、
違った雰囲気が楽しめます。

一例　LDK15帖

参考価格：181,500円（税込）～

壁・床・天井など、1部屋からの模様替えから、全室の模様替えなど、素材や工事日程のご提案をさせて頂きます。
壁紙やフローリングを変えるだけで新築時のようにお部屋が明るくなります。

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

［標準工事内容］天井・壁クロス貼り替え、廃材処分（養生費別途）※クロスの種類によって金額は異なります。

一例　LDK12帖

参考価格：489,500円（税込）～

［標準工事内容］既存撤去、新規貼替工事、廃材処分（養生費別途）※フローリングの種類によって金額は異
なります。※床暖房が設置されている場合は別途費用がかかります。

床フローリングの貼替え
（巾木交換含む）
防音効果、汚れがつきにくいなど、
ライフスタイルに応じてご提案いたします。

フローリングからフローリング（L-45等級）に貼替えた場合

ポイントリフォーム 内装 壁と天井の壁紙（クロス）／床フローリング
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掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

畳・襖交換　畳表替え畳．襖交換で気分もすっきり。定期的な交換が必要です。

● 中国産　● 標準サイズ/幅90㎝×丈180㎝以内(厚み20㎜以上)　　

畳　6畳表替え

参考価格：29,700円（税込）～

［標準工事内容］搬入・搬出費、畳表替え※標準サイズを超える場合は別途料金が発生致します。

● 1畳当たり価格　● 標準サイズ/幅90㎝×丈180㎝以内(厚み20㎜以上)　

畳　新床（1畳交換）　

参考価格：20,100円（税込）～

［標準工事内容］搬入・搬出費、畳交換※標準サイズを超える場合･古畳を処分される場合は別途料金
が発生致します。

● 押入用(新鳥の子紙)　1枚当たり価格　● 標準サイズ/幅90㎝×丈200㎝以内

襖　襖張替（1枚）

参考価格：5,200円（税込）～

［標準工事内容］搬入・搬出費、襖張替え※標準サイズを超える場合は別途料金が発生致します。

● 押入用(新鳥の子紙)　1枚当たり価格　● 標準サイズ/幅90㎝×丈200㎝以内

襖　襖交換（1枚）

参考価格：21,700円（税込）～

［標準工事内容］搬入・搬出費、畳交換※標準サイズを超える場合･古畳を処分される場合は別途料金
が発生致します。

琉球風 縁無畳 縁無し畳は、部屋がすっきりと広々と感じられることや、モダンな部屋の雰囲気に合わせる畳としても人気です。

● 1畳当たり価格　● 標準サイズ/幅90㎝×丈90㎝以内(厚み30㎜以上)　

琉球風　畳（天然）

参考価格：17,300円（税込）～

［標準工事内容］搬入・搬出費、畳交換※標準サイズを超える場合･古畳を処分される場合は別途料金
が発生致します。

● 1畳当たり価格　● 標準サイズ/幅90㎝×丈90㎝以内(厚み30㎜以上)　

琉球風　畳（樹脂）

参考価格：17,300円（税込）～

［標準工事内容］搬入・搬出費、畳交換※標準サイズを超える場合･古畳を処分される場合は別途料金
が発生致します。

ポイントリフォーム 内装 畳・襖交換　畳表替え／琉球風 縁無畳
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インテリアタイル壁
～くらし快適サービス～
壁に質感のあるタイルを取り入れることで、
お気に入りのカーテンや家具がより華やかに。
花を飾るようにタイルの一部づかいで彩りを添えたり、
キッチンや洗面室、トイレはもちろん、玄関やリビング、
寝室の壁などにもタイルを取り入れることができます。

玄関・洗面壁・トイレキッチンの一部など

参考価格：130,000円（税込）～

白いクロスにあなただけのインテリアタイルをプラスするだけで、もっと素敵に、個性的に。
タイルスタイリストがあなたのオリジナルのデザインをご提案させていただきます。

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

※家具備品等の移動は別途となります。詳しくはお打合せ時にサービス提供会社にご相談願います。

～4m²まで

ポイントリフォーム 内装 インテリアタイル

玄関 キッチン 洗面壁

● 5m²～10m² お打合せからご提案、施工まで m²数の2.5倍（万円）（税込）
● 10m²以上 お打合せからご提案、施工まで m²数の2倍（万円）（税込）

サービスの流れ

ご自宅にお伺い、また
は、ショップ（調布市
深大寺）にてタイルス
タイリストがご相談を
承ります。

デザインやタイルのご
提案。タイルメーカーの
ショールームのご案内、
または現物サンプルを
ご用意してプランニング
のご説明をいたします。

施工内容が確定しま
したら、お見積りをご
提出し、施工日を決め
ます。

施工時間は、目安として
洗面室・トイレ・玄関・
キッチンは1日。居室の
壁は施工m ²数により
１日～２日程度です。

施工完了後にご請求書
を送らせていただきま
すので銀行振込みにて
お支払ください。
（施工日に駐車場料金が発生し
た場合、実費を請求書に含ませ
ていただきます。）

施工手順（イメージ）

割
付
・
墨
出
し

接
着
剤
塗
布

タ
イ
ル
張
り

目
地
詰
め

コ
ー
キ
ン
グ
仕
上
げ

完
成
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珪藻土塗り壁 6畳間・天井壁面を施工した場合

このような方におすすめ

部屋の雰囲気やお好みで選べる豊富なテクスチャ

通常価格 138,105円（税込） 10％割引価格 124,295円（税込）

有害化学物質の吸着、ダニやカビの発生を抑制、
防臭、除湿、防火、防音、省エネなど良いことずくめの珪藻土。

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

ポイントリフォーム 内装 珪藻土

※家具備品等の移動は別途となります。詳しくはお打合せ時にサービス提供会社にご相談願います。

LDK（約15畳の場合）・天井壁面を施工した場合

通常価格 319,275円（税込） 10％割引価格 287,348円（税込）

トイレの天井壁面を施工した場合

通常価格 66,000円（税込） 10％割引価格 59,400円（税込）

通常価格より

10％割引

お子様やアトピー・アレルギーが気になる方がいるご家庭 ペットがいるご家庭

水まわりの湿気やにおいが気になる方 光熱費が気になる方

プロヴァンス おうぎ スパニッシュ 水ごてひきずり ハケ引き くし引き ランダムウェーブ 特殊パターン



サービスの流れ 工期の目安／1ヶ所の場合 約1日、 2ヶ所以上の場合 約2～3日

来店
・商品現物の確認
 （素材、金物、仕様）など
・ブランドイメージ具体化
・商品説明、プランに
 おけるアドバイス

プランニング、見積
・予算把握
・収納量調整
・ブランドコンセプト
 再確認

契約、納期確定
・最終変更確認の上で
 発注、納期は発注から
 2～3週間（週末含む）

現調
・プランの寸法間違い、
 確認忘れがないか
 再確認
・搬入経路、施工場所
 確認

施工、納品
アフターサービス
・専門スタッフによる
 取付工事
（一年間の金物、仕様不具合は
無料でご対応いたします。）
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限られた空間を有効に活用できるシステム収納。部屋との統一感のあるデザインで、効率的な収納力が魅力です。

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

ポイントリフォーム 内装 システム収納

参考価格：

231,000円（税込）～

参考価格：

209,000円（税込）～

参考価格：

253,660円（税込）～

参考価格：

683,760円（税込）～

ファイブリッジパネル 参考価格：

567,490円（税込）～

参考価格：

244,200円（税込）～

参考価格：

1,022,109円（税込）～

参考価格：

79,310円（税込）～

参考価格：

281,490円（税込）～

参考価格：

979,000円（税込）～

システム収納メーカー

「System32」を活用した『CUUMA』オリジナルのシステム収納家具シリーズで
す。箱と扉全てに、汚れや傷に強いMFCパーティクルボードを使用。様々な形状の
パーツをご用意していますので、お部屋のスペースや、収納したい物のサイズや
量に合わせて、自由にパーツを組み合わせ、お好みの形を作ることができます。

１．モジュールを統一することによつて、家具設計が合理化かつ高速化できるので、短い納期で作ることができる。
２．工作機械の単純化によって、低価格が実現できる。
３．システム化することで、金物やパーツをそのつど作ることなく既製品が使えるため、品質が安定する。
４．繰り返し、分解や組み立てができるので、引越 しても長く使い続けられるなど環境にやさしい。"

システム
収納の

メリットは

本     棚

※写真はイメージです

ワークデスク

 マルチストレージ   吊     戸ファイブリッジパネル
（引出付）

※ 平面図はご提案イメージです。

リビングボード

カウンター下収納

サイドボード

ランドリー吊戸

カップボード

※上記の写真はイメージです。



● ME5707-1
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※既存の形状により価格は変動いたします。必ず現地調査の上、お見積りを提出させて頂きます。

室内建具を変えるとお部屋の雰囲気が変わります。開きドアを引戸にすることで開口が広がったり、お部屋がスッキリします。
多彩なライフスタイルに対応する室内建具。豊富なラインナップからカラー＆デザインをご提案させていただきます。

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

ポイントリフォーム 内装 室内建具

女性や高齢者にも握りやすい動作補助用手摺部材です。

ポイントリフォーム 内装 手摺

手摺セット I型（600㎜）

参考価格：

62,000円（税込）～

手摺セット L型（600×600㎜）

参考価格：

68,000円（税込）～

before

after

片開きドアから引戸に交換 折戸から引戸に交換

before

after

制作建具
メーカー品からご要望に応じて、お住いのマンションのテイストに合わせた
建具を制作・設置いたします。

一例　制作建具　パークホームズ仕様　特注ドア同等品

価格目安：110,000～160,000円程度

［標準工事内容］室内ドア交換工事、廃材処分
※ドアの種類によって価格は異なります。※特注品のため現状のドアと全く同じものは作成できません。

［標準工事内容］手すり取り付け工事、諸経費
※状況によって別途費用がかかる場合があります。

● ME5708-1
［標準工事内容］手すり取り付け工事、諸経費
※状況によって別途費用がかかる場合があります。

その他、メーカー品での対応も行っております。お気軽にご相談ください。
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掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

今ある窓の内側に取り付けて二重の窓に。1窓約60分の施工で、窓の断熱性・気密性が高くなります。
節電対策や防音効果も得られます。

ポイントリフォーム 窓回り 内窓

152,300円（税込）～

［標準工事内容］内窓設置、廃材処分、諸経費  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

内窓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 165,770円（税込）
● 掃き出しサイズ（1650×1900）　2枚引き違い

プラマードU 1650×1900
LOW-Eペア（高断熱）モデル　

109,700円（税込）～
メーカー本体希望小売価格 104,940円（税込）
● 掃き出しサイズ（1650×1900）　2枚引き違い

プラマードU 1650×1900
単板モデル（５㎜）

84,300円（税込）～

［標準工事内容］内窓設置、廃材処分、諸経費  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

内窓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 68,640円（税込）
● 腰高サイズ（1650×800）　2枚引き違い

プラマードU 1650×800
LOW-Eペア（高断熱）モデル

66,700円（税込）～
メーカー本体希望小売価格 43,560円（税込）
● 腰高サイズ（1650×800）　2枚引き違い

プラマードU 1650×800
単板モデル（５㎜）

140,200円（税込）～

［標準工事内容］内窓設置、廃材処分、諸経費  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

内窓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 148,500円（税込）
● 掃き出しサイズ（1650×1900）　2枚引き違い

インプラス 1650×1900 
LOW-Eペア（高断熱）モデル

102,500円（税込）～
メーカー本体希望小売価格 94,600円（税込）
● 掃き出しサイズ（1650×1900）　2枚引き違い

インプラス 1650×1900 
単板モデル（５㎜）

85,500円（税込）～

［標準工事内容］内窓設置、廃材処分、諸経費  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

内窓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 70,400円（税込）
● 腰高サイズ（1650×800）　2枚引き違い

インプラス 1650×800 
LOW-Eペア（高断熱）モデル

69,400円（税込）～
メーカー本体希望小売価格 47,300円（税込）
● 腰高サイズ（1650×800）　2枚引き違い

インプラス 1650×800 
単板モデル（５㎜）
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サッシのガラスを事前に交換する事で、断熱性を高めます。 ※ガラス交換はマンションの管理規約の確認が必要です。

※カバーサッシの施工はマンションの
　管理規約の確認が必要です。

176,000円（税込）～

［標準工事内容］ガラス交換(グレチャン仕様)、廃材処分、諸経費  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。※厚さ、網入り、透明かどうかで価格は異なります。

［標準工事内容］ガラス交換(グレチャン仕様)、廃材処分、諸経費（ペアガラスからペアガラスへの交換）  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

ガラス交換 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格   オープン価格
● 掃き出しサイズ（1650×1900）　2枚引き窓

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

スペーシア 1650×1900
真空ガラス　ガラス交換（透明）

81,400円（税込）～

ガラス交換 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格   オープン価格

メーカー本体希望小売価格   オープン価格

● 掃き出しサイズ（1650×1900）　2枚引き窓

［標準工事内容］既存撤去、新規設置、廃材処分。※現地調査の上、採寸し価格を提示します。※既存の状態により価格は変動します。

カバーサッシ 作業期間 約1日

● 掃き出しサイズ（1650×1900） 

カバーサッシ　1650×1900

57,400円（税込）～

ポイントリフォーム 窓回り ガラス交換

ポイントリフォーム 窓回り カバーサッシ

88,000円（税込）～
メーカー本体希望小売価格   オープン価格
● 腰高サイズ（1650×800）　2枚引き窓

メーカー本体希望小売価格   オープン価格
● 腰高サイズ（1650×800）　2枚引き窓

スペーシア 1650×800
真空ガラス　ガラス交換（透明）

ペアマルチ（FL3＋A＋FL3）
1650×1900
ペアガラス交換（透明）

ペアマルチ（FL3＋A＋FL3）
1650×800
ペアガラス交換（透明）

古いサッシに、新しいサッシを
カバー工法で取り付けします。

新築同様に開閉がスムーズで静かになります。

サッシを取り替えた後も、改修前とほぼ変わらない

採光・通風により快適性を実現します。

開口寸法も古いサッシとほとんど変わりません。

モデル参考価格：495,000円（税込）～


