
MTLグループは
おかげさまで

コロナ後そしてロシア・ウクライナ戦争
激変する世界そして日本

それに備えて
住まいと資産（不動産）はどうすれば良いか…

コロナ後そしてロシア・ウクライナ戦争
激変する世界そして日本

それに備えて
住まいと資産（不動産）はどうすれば良いか…

を迎えることが
できました！

MTLグループの
　　　イメージマップ

㈱ミノダ
建築デザイン

住まいと不動産
のことなら
何でもご相談
ください

住まいと不動産
のことなら
何でもご相談
ください

MTLグループは
1977年（昭和52年）に創業しました。

建て替え
（新築）

再生
（リフォーム）

有効活用
（不動産）
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ライファ立川

新築、リフォーム、不動産のトータルアドバイザーとし
て、これからの激動の時代をどう生き抜いていくか
をご提案していきたいと考えています。「お客様の
期待以上の仕事をする」をモットーに努力していき
たいと考えています。

住まいの対策は 不動産の対策は

上記の業務をワンストップで行うので安心です

当社グループの提案は

MTLグループ本社ビル

おかげさまでお客様のリピート率60％以上

当社は　　　　が応援する会社です。

当社はお電話にて24時間365日対応しています　    0120-5000-25

2つのショールームのご案内  お気軽にお越しください！小さな工事から大きな工事まで心を込めてお手伝いします！

◎最大10年の工事保証 
◎住宅設備安心修理
　サポート(延長保証)利用可能 
◎建設工事保険加入済 
◎リフォームかし保険使用可能 
◎24時間365日対応

安心の品質と保証 

相　続相　続 税　金税　金 管　理管　理

リフォームする 建て替える 売却する 購入する 貸す 借りる

当社施工例が3Dで見れます▲

外壁工事
 ◀Before

スレート瓦（カラーベスト）にアスベストが含まれている
可能性があり、上から被せるカバー工法がお勧めです。

玄関廻り サンルーム増築

ロフトからリビングを見る

吹抜のあるリビング自然素材の家

築62年の家

小さな庭

ショールームの中心部

打合せコーナー

建材展示コーナー

丸窓から外を見る 応接室と打合せテーブル

入口より中を見る

AfterAfter

外壁工事
 ◀Before

AfterAfter

外壁工事
 ◀Before

AfterAfter

耐 震　 健 康
断 熱　 快 適 
防 犯　 漏 水 

一級建築士による 
住まいのリスク診断
他社とは一味違う 

洗練されたインテリア

漏水・防水工事

キッチン 浴 室 洗面室 トイレ

屋根工事カバー工法・葺替え

トータルコーディネート

その家のセンスが光るエクステリア

AfterAfterBeforeBefore

ヴィラフォンテーヌ グランド　
東京有明

ヴィラージュ　伊豆高原

選べる

300万円以上のご契約の方にプレゼント 10万円以上のお見積りで
もれなくプレゼント！

〔500ｍｌ〕

木造住宅耐震診断

オレンジ グリーン ピンク ブラウン ブルー

45th
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洗練されたヨーロピアンスタイルデザインその1

自然素材だけで囲われた和モダンデザインその2

◀当社施工例が
　3Dで見れます

45
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年
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木造在来軸組み工法で2000年以前
築で150m²未満の建物に限ります

宿泊期限 ： 2022年9月1日～
2023年2月まで※年末年始を除く

一級建築士事務所 
東京都知事 第１６７７３号

建設業の許可 
東京都知事許可(般-28)
第69984号

宅地建物取引業 東京都知事(7)62150

嫌な雨漏れ
必ず原因を
突き止めます

●住むほどに美しく変化していく家（経年変化を楽しむ）　●
古い家を新しく再生させる（別の次元の建物にする）　●メン
テナンスのしやすい家をつくる（メンテナンスは一番お金がか
かる）　●漏水の原因を突き止め防水工事を行う（漏水が建物
劣化の一番の原因です）　●自然素材をできるだけ使用する
（健康で長生きできる家）　●耐震工事で安心して暮らす（少
なくとも瞬時に倒壊しない建物を）　●断熱工事で冬暖かく、
夏涼しい家にする。　●バリアフリー工事をするかしないか
（バリアフリーをしない方が良いという考え方もある）　●2世
代、3世代住居に対応できる家づくり（親世代、子供世代、孫世
代が気に入るリフォーム）　●ライフライン（給水、給湯、排水、
電気、ガス、LAN配線）を一新する　●趣味を活かせる部屋
（家族それぞれの部屋）　●間取りを根本的に変える（リフォー
ムではなくリノベーション）　●中途半端なリフォームはしな
い（結局はお金をドブに捨てることになる）　●リモートワーク
のできる部屋（イーロンマスクのような考え方もある）　●風
通しの良い家にする（昔の家の良さを取り入れる）　●陽当た
りの良い家にする（昔の家の良さを取り入れる）　●洗練され
たデザインやカラーリングは心が洗われます（相当なセンスが
要求されます）　●デザインを一新する（相当な専門知識や、
総合力が求められます）　●防音室を作る（防音と吸音の違い
を認識する）　●床暖房を設置するかしないか（そこまでやる
必要があるのかという視点も大事）　●ソーラーパネルを設
置するかしないか（ソーラーパネルは弊害も多いということも
注意して設置する）　●エクステリアデザインは家族の絆を深
めます（庭と植物は生き物ですから心を込めて育てなければ
荒れてしまいます）　●照明器具、家具、カーテンのセレクトを
します（相当なセンスが求められます）　●終末を家で迎えら
れる部屋（老後は病院や施設ではなく自宅で）　●ペットと安
心して暮らせるおうちに(ペットも家族の一員です)

●次の時代を見据えた不動産有効活用をする（インフ
レ時代とデフレ時代の土地活用は違います）　●自分
が住んでいる土地、建物の価格は（査定の仕方で大き
く違います）　●不動産の売り時と買い時は大切です
（タイミングを逃すと一生後悔します）　●相続対策は
事前にしておく（デリケートな問題だけに誰に頼んでい
いのか解らない）　●相続問題は不動産の問題である
（不動産は簡単に分割できません）　●アパートの空
室やテナントの空室を埋める（これからはもっと空室が
増えていきます）　●コロナ後の土地活用になってい
るか（大恐慌時代が来る可能性もある）　●入居者が
選んでくれる仕様になっているか（大家さんの一人よがりの建物になってないか）　●不動産を負動産にしないために（これからは負動産
がどんどん増えてくる）　●税金対策はしているか（国の財政は厳しいので、お金持ちから取るしかない）　●大恐慌時代にどう対応するか
（世界的視野で考えていますか）　●困った不動産を有料で引き取ります（別荘地、原野高法、市街化調整区域、リゾートマンション等相続は
したが住まない、利用できない土地等もご相談ください）　●生産緑地（2022年問題）広い農地が解放され地価が下がるかも知れない
●収益性が下がっている(既に需要と供給のバランスは崩れている) 　●相続対策(相続資産の分割や共有関係の解決で資産を守る)

●あらゆる建物（構造として、木造、鉄骨造、RC造）（用途として住宅、アパート、工場、店舗等）を考え創り
ます　●これからの激動の時代を見据えた不動産（土地、建物）の活用を行う（大恐慌時代に突入するか
もしれません）　●多摩地域をトカイナカ（都会でも田舎でもないを）の地として誘致する（都心から引っ
越す、地方の田舎から引っ越す）　●相続問題は平等ではなく公平に配分する能力が必要（税理士や銀行
や司法書士の仕事ではない）　●自然素材を使って健康で長生きして、楽しく暮らす家は大事（可能な限
り病院と施設には頼らない）　●ウッドショックを解決するため古い家を大切にする（国産材を見直す）
●親父のための隠れ部屋を提案（親父は家の大黒柱である）　●主婦のための息抜きできる部屋を作
る（主婦は大変な仕事である）　●子供達が伸び伸びと過ごせる部屋を考える（子供達の想像力と創造
力を伸ばす）　●祖父母が安心して暮らせる部屋にする（これから残された人生は最も大切であるという
観点と孫の教育にとって祖父母は大切である）　●収益、事業用不動産のお悩みを解決します。(空室が
増え収入より支出が多い) 　●不動産の組み換え(収益性の見直しや節税対策)　●賃貸・売買・買取

セール及びプレゼント期間は令和4年12月末日まで



玄関サッシ【エルムーブ】
43％OFF

インプラス（内窓）
45％OFF

キッチン【シエラ】
54％OFF

キッチン【アレスタ】
53％OFF

ハンズフリーキッチン水栓
40％OFF

戸建用ユニットバス
56％OFF

集合住宅用ユニットバス
59％OFF

洗面化粧台【オフト】
55％OFF

プレアスLS（タニクレス）
46％OFF

M■ 新築のことなら…
■ 株式会社 ミノダ建築デザイン
☎042-527-4545㈹ T■ 不動産のことなら…

☎042-529-4567㈹
■ 株式会社 スインクハート L■ リフォームのことなら…

☎042-523-1366㈹
■ LIXILリフォームショップライファ立川

■ 東京都立川市富士見町１-８-５　TEL：042-527-4545　FAX：042-527-0585　Eメール minoda.k@helen.ocn.ne.jp　
一級建築士事務所 株式会社蓑田建築デザイン 東京都知事 第39016号 ／ 建設業の許可：株式会社蓑田建築デザイン 東京都知事許可（般-28）第69984号 ／ 宅地建物取引業：株式会社スインクハート 東京都知事（7）62150 ／ 商工会議所会員

ライファ立川 検 索
http://www.minoda-kenchiku.co.jp

ホームページをご覧ください。

昭　　和　　記　　念　　公　　園
西立川駅

和食
さと 交番

富士見
郵便局

富士見町
1丁目

富士見町
1丁目

踏切

歯
科

か
ら
揚
げ
屋

めぐみ
幼稚園
公園
富士見橋

富士見橋

富士見町
1丁目交差点

たましん

ファミリー
マート

青　　梅　　線

ドラッグストア
ウエルシア

P

青梅線

ライファ立川

駐車場あります

残
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無  料

ご相談
現地調査
お見積り

住まいの新築からリフォーム、不動産のことまでお気軽にご相談ください。お電話でのお問い合わせは、24時間365日受け付けております。 ●JR西立川駅下車 徒歩10分 ●JR立川駅下車 徒歩20分
●JR立川駅下車 北口10番バス利用 ●富士見町1丁目バス停下車

創業45周年の感謝を込めて大幅割引！

最近の当社施工例 当社は工事の丸投げは致しません。　  小さな工事から大きな工事まで承ります。! !

オフィスのインテリア

サニタリーのデザイン

賃貸アパートの内装

ジャイアントテーブルのある食堂

マンションでペットと暮らす

ロフトのあるリビング

築62年の家のリノベーション

マンション建設

多摩動物公園のライオン食堂

リモートワークができる家

吹き抜けのあるLDK

ロフトのある書斎

2階から1階リビングを見おろす

屋根のセットバック部分

吹抜のあるLDK

ハンモックのある子供部屋

店舗のデザイン

2×4住宅のインテリア

MTLグループはこんなことも得意です。

MTLグループはこんな仕事もしています。

0120-5000-25当社グループはお電話にて
24時間365日対応しています。

デザインとは、「美しさ」や「使いやすさ」等の狙い
を表現するため創意工夫することです。形や色や
素材をトータルコーディネートして同じ予算の中
で何倍にも価値を高めるためのものでとても大切
です。全ての物においてデザインは重要です。

耐震診断、耐震補強設計の費用は有料です。
2000年（平成12年）以前に建てられた建物の耐震
は今の基準に比較して著しく弱くなっています。大
地震に備え建物の耐震性を高めるための診断と補
強工事を数字を目標にしながら設計して、それに基
づき工事を行うので安心です。耐震補強し耐震基
準を満たすと耐震診断適合証明書を発行致します。

全てにおいてデザインを
重視しています

当社施工例が3Dでご覧になれます。

M
創業45年、あらゆる建物を考え創ります。
デザインには自信があります。構造として（木造、
鉄骨造、RC造）用途として（住宅、オフィス、アパー
ト、店舗、工場）LIXILが直接応援する会社です。
1977年一級建築士事務所としてスタート。

一級建築士事務所 東京都知事 第16773号
㈱ミノダ建築デザイン
直接施工方式です

「ホームインスペクション」とは、住宅の「健康診断」
のこと2018年4月から中古住宅取引の際にホー
ムインスペクション（住宅診断）の説明が義務化さ
れました。当社では建築士がホームインスペクショ
ンの【住宅診断】を行います。それに基づき耐震補
強や耐震工事を行い防水工事を行う事により新築
のようによみがえります。

ホームインスペクション木造住宅の耐震診断

リフォーム増 築新 築

強くて美しい家
設計・施工を当社独自のデザインで行います。

ミノダ　　  ライファ立川 は

L
創業45年、全て自社設計施工で行いますから安心です。
お客様の期待以上の仕事をするがモットーです。

建設業許可 東京都知事許可（般-28）第69984号
ライファ立川T

創業31年、リフォームする、建て替え、売る買うを
ワンストップで行っているので安心です

宅地建物取引業 
東京都知事（7）62150

相　続相　続 税　金税　金 管　理管　理
リフォームする 建て替える 売却する 購入する 貸  す 借りる リフォームかし保険、建設工事保険、請負業者賠償責任保険、

生産物賠償責任保険、JIOリフォーム瑕疵保険加入

注文家具を作ります 庭づくりは家族の絆を強めます 自然素材の家で健康で
楽しく長生きしましょう100種の無垢材一板から

お気に入りのテーブルを
豊かな庭をつくります。

木や塗装で呼吸する家を。

おかげさまでお客様のリピート率60％以上

安心・安全・長持ち

当社は　　　　が応援する会社です。

当社は　　　　が応援する会社です。

ヴィラフォンテーヌ グランド　東京有明 ヴィラージュ　伊豆高原

300万円以上のご契約の方にプレゼント 10万円以上のお見積りで
もれなくプレゼント！

〔500ｍｌ〕

オレンジ グリーン ピンク ブラウン ブルー
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選べる 宿泊期限：2022年9月1日～
2023年2月まで※年末年始を除く

木造住宅耐震診断

木造在来軸組み工法で2000年以前
築で150m²未満の建物に限ります

セール及びプレゼント期間は令和4年12月末日まで

不動産
リフォーム

45th
ANNIVERSARY

おかげ様で
45周年
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