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お問合わせは

検 索コープハウジングひろしま

●本社・広島営業所

0120-733-233
広島市西区草津東1丁目13-20

●広島東営業所

0120-877-833
広島県安芸郡海田町栄町5-34 2F

●福山営業所

0120-039-047
広島県福山市駅家町近田1068-3

●コープ住まいの情報ステーションYUTOROGI

0120-202-833
広島県安芸郡海田町栄町5-34 1F

●コープ古民家再生ショールームCACAWARI
コープハウジングひろしま（株）は生協ひろしまの子会社です

一級建築士事務所　広島県知事登録16(1)第2890号　特定建設業　広島県知事（特一27）第27790号　宅地建物取引業　広島県知事(3）第9674号

54

定価 935,300円→ 374,000 円

（
税
別
）

新春パナソニック祭り

特別価格

※画像はすべてイメージです。

その他にも特別価格をご用意しております

リビングステーション
Ｖスタイル

システム
キッチン

・ガス ・食洗器無し
・シロッコファン
・キッチンパネル別途

60%
OFF 

16%
OFF 

1台限り

工事費別

定価 1,076,500円→ 430,000 円

（
税
別
）

FZ システム
バス

・暖房換気乾燥機
・FRP浴槽
・窓枠別途

60%
OFF 

1台限り

工事費別

定価 181,700円→72,600 円

（
税
別
）

C-Line 洗面台

・手動水栓　・1面鏡

60%
OFF 

3台限り

工事費別

定価 221,200円→121,600 円

（
税
別
）

NewアラウーノV／
アラウーノ手洗い

トイレ

トイレ トイレ

・アラウーノV+V専用トワレS5
・床材別途　・手動水栓

ラクシーナ

アラウーノL150／
アラウーノカウンター

オフローラ

・トリプルワイドガス　・食洗器有り
・フロート対面プラン（対面側収納）
・キッチンパネル別途

・アラウーノL150シリーズ　タイプ1
・床材別途　・手動水栓

・アラウーノS141　スティックリモコン
・床材別途　・手動水栓

・ミドルタイプ 後出しタイプ
・サインポスト別途

・自動水栓
・LED3面鏡

・暖房換気乾燥機
・人大浴槽
・酸素美泡湯機能付き
・エステケアシャワー
・タッチ式水栓
・LEDライン照明
・窓枠別途

ウツクシーズ

45%
OFF 

3台限り

工事費別

定価 2,112,400円→
工事費別

特別価格定価 634,900円→
工事費別

アラウーノS141／
アラウーノ手洗い

COMBO

特別価格定価 351,000円→
工事費別 特別価格定価 95,600円→

工事費別

特別価格定価 1,921,500円→
工事費別 特別価格定価 475,000円→

工事費別

定価 59,800円→50,000 円

（
税
別
）

COMBO-Light 宅配
BOX

宅配
BOX

・ラージタイプ　ボルドー柄
・据置ベース別途

3台限り

工事費別

定価 1,930,500円→特別価格

創蓄連携システム 蓄電
システム

・パワステSプラン 蓄電池5.6kW
・太陽光発電システム別途

※10年保証につきましては、コープハウジングひろしまの
　会員制度に入会していただく事が条件となります。

システム
キッチン

システム
バス

洗面台

43,600円
取付工事費込（標準工事）

♢幅1700ｍｍ×
　高さ1300mmの場合

■ プラマードU　3mm透明硝子

■ インプラス　3mm透明硝子

♢幅1700ｍｍ×
　高さ1800mmの場合

税別

70,600円
取付工事費込（標準工事）

税別

64,350円税別
35,000円

取付工事費込（標準工事）

♢幅1700ｍｍ×
　高さ900mmの場合

♢幅1800ｍｍ×
　高さ1800mmの場合

税別

70,000円
取付工事費込（標準工事）取付工事費別・税別

税別
32%
OFF 

2020.1/31㊎
までの受付

Before After AfterAfter

事例の
ご紹介

お施主様コメント

AfterAfter

福山市 F様邸

昨年12月にCACAWARIのオープンイベ
ントに来場。それからプラン・見積りを経て、
6月から着工し、約4ヶ月工事をして頂きま
した。床材や壁紙など色々と悩みましたが、
納得のいくまで打合せをして頂き、満足の
いくものを選ぶことができました。また、毎
日変わっていく我が家を見るのも楽しみで
した。無事に完成の日を迎えられて大変満
足しています。

担当者コメント
以前から古民家改修にご興味
があったＦ様。そんな中、ちょう
どＣＡＣＡＷＡＲＩのオープンが
あり、これも何かのご縁かなと
いうことで、お話もスムーズに
進みました。
工事が進む中で仕様を変えた
りなどもありましたが、お施主
様が満足できる仕上げとなり
私自身も嬉しく思います。

Before

AfterAfter

Before

床下断熱工事
床板をはがさずに、床下から施工します。施工中も普段通りに生活していただけます。

施工前 施工後

例）6帖（3坪）の場合
6,500円/㎡（税別） 

1～2日間の簡単工事！

■ ドアリモ ■ リシェント

内窓断熱サッシ玄関ドア

工事費別

新年明けましておめでとうございます。

　組合員の皆様には、平素より格別のご支援を賜
り、厚く御礼申し上げます。おかげをもちまして昨

年もたくさんの組合員の

皆様からリフォーム、新築、不動産等のご依頼を
いただきました。ありがとうございました。

　昨年、われらのカープは残念ながら４位という
結果となりました。やはり主力選手の引退や移籍

が大きかったのでしょうか。

しかし、今年は監督も変わり、ＦＡの権利を持っ
ている主力の残留や若手の成長、ドラフトでの即

戦力の入団でペナントの

奪回は大きく期待出来るものと信じています。
　弊社は昨年新たにロゴ、シンボルマーク、コン

セプトコピーを一新しました。少子高齢化やＳＮ
Ｓの時代

になり社会環境が大きく変化し、これまでの暮
らし方が変わり始めています。こうした人々のニ

ーズや変

化にお答えするために、私たちは何をすべきか考
えました。そして、その答えが「生協」ということ

でした。

私たちには「生協」という確かな品質があります
。その確かな品質を確実に届けることが私たち

の使命と

思っています。
　弊社の確かな品質とは、「人がもたらす心づか

い」です。支えあい、助け合う心が暮らしをより良
く変える。

より良く生きることに繋がると考えています。「生
協と共に」そういう思いでロゴを創りました。

　今年の干支は「庚子」（かのえね）です。子年は
十二支の始まりです。植物に例えると成長に向か

って種子

が膨らみ始める時期です。未来への大いなる可能
性を感じさせる年だそうです。弊社としても、組合

員の皆

様に支持される事業として更に発展するよう努力
いたします。

　最後になりますが、新しい年が皆様にとって素
晴しい年となりますよう心からお祈り申し上げます

。

１０年保証付

１０年保証付

１０年保証付 １０年保証付

１０年保証付 １０年保証付

１０年保証付

１０年保証付 １０年保証付


