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豊かな暮らしの提案

※価格表示は税抜き価格です。　　　　　　　　　　　　　お見積りの際に、消費税込みの総額見積書を提出いたします。

2017.5.27

住設機器　　　　　　　ﾘﾌｫｰﾑ企画

信頼と実績､年間 1000 件を
越える工事実績が信頼の証！
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期間限定８月末までの工事

高機能の一体型シャワートイレ
奥行 760 ㎜のコンパクト設計
〈ＬＩＸＩＬ〉 ベーシア シャワートイレ

〈パナソニック〉 MX
洗面ドレッシング
間口７５ｃｍ
扉カラー ； ホワイト
洗面ボールは衝撃
に強い人造大理石
本体キャビネットは
奥行き４２ｃｍのコン
パクト設計です。
ミラーは収納たっ
ぷりの三面鏡です。
ﾒｰｶｰ希望小売価格
　　155,000 円を

　　４１,０００円
※一面鏡ﾀｲﾌﾟも有り。

　〈ハウステック〉
　洗面化粧台
ラヴァーボ ７５cm
選べる洗面ボウル

両袖収納付き三面鏡
傾斜ﾎﾜｲﾄ水栓 (エコ )
片引き出し洗面台
扉柄は選べる２６色
把手は３ﾀｲﾌﾟから選択
 ﾒｰｶｰ希望小売価格

   176,300 円を

   ６１,０００円　

〈クリナップ〉 ユアシス　ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ 〈ハウステック〉
システムバスルーム

フェリテ　スタイル E

〈コロナ〉 石油給湯機
ＳＡシリーズ ( 水道直圧式 )
水道直圧式だからｼｬﾜｰの勢い
が強く、同時使用もｽﾑｰｽﾞです。
ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ( 給湯＋追い炊き )
お湯はりと給湯の同時使用ＯＫ
熱効率８７％の高効率

標準工事費＝580,000 円 （給水管･給湯管･排水管を新品交換、 壁･天井の躯体断熱強化、 浴室窓を断熱サッシに取替え、 ユニットバス組立据え付け、
既存浴室解体処分、 浴室土間コンクリート打ち、 設備工事･大工工事一式）※オプションの選択等、 お打ち合わせの上、 お見積書を提出いたします。

取付工事費①排便管移設工事なしの場合 18,000 円 （便器のみ取替え、 既存処分共）②排便管移設ありの場合 60,000 円 （床のみ解体、 既存処分共、  
床 ： クッションフロア貼り）③シャワー便座取替工事 8,000 円④内装工事等ともなう場合は、 別途にお見積りいたします。

取替え工事費 15,000 円 （内装工事等ともなう場合は、 別途にお見積り。）

取替え工事費①給湯のみ 50,000 円②追い炊き＋給湯 75,000 円～ ※ガス配管工事費は別途。

・ フチレス形状で、       
お掃除ラクラク
・ パワーｽﾄﾘｰﾑ洗浄で
強力に洗い流し
・ キズ･汚れに強い
ﾊｲﾊﾟｰキラミック便器
超節水 ＥＣＯ５

　　８０,０００円
 ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄付き

    ９７,０００円

１６１６ 1.0 坪サイズ
・ FRPｽﾄﾚｰﾄ高断熱浴槽
・ 壁･床･天井の浴室全体
を保温材で包み込み。
・ 汚れが残りにくく､いつ
も清潔、 滑りにくい設計
の安心の足ピタフロア。
・ アーチ型天井､折れ戸
・ 換気扇､ＬＥＤ照明器具
　ﾒｰｶｰ希望小売価格
   　854,500 円を

   　３２４,０００円

１６１６ 1.0 坪サイズ
･FRP 高断熱浴槽
･フッ素配合特殊素材
で汚れが落としやす
く、 滑りにくい床構造
･節水効果シャワー
･楽すてﾍｱｷｬｯﾁｬｰ
･汚れがたまりにくい、
すっきりタイプドア
ﾒｰｶｰ希望小売価格
   884,000 円を

   ３０９,０００円

心地よい使用感と安心への思いやり

スピード湯はり
騒音低減設計
低消費電力仕様
40,000kcal/h

ｵｰﾌﾟﾝ価格

７３% 引き
６５% 引き

６５% 引き

１５% 引き

５４% 引き

ずっと､ちゃんと温かい
「魔法びん浴槽」
・ 入った瞬間から心地よ

エ
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暖房能力が断然違います。

〈三菱〉 寒冷地用エアコン

「ズバ暖」 ＫＸＶシリーズ

エアコン標準取付工事費 (架台 ・ スリムダクト共） 40,000 円

６畳用  定価 240,000 円を

        ９６,０００円
８畳用  定価 270,000 円を

      １０８,０００円
１０畳用 定価 300,000 円を

      １２０,０００円

  〈ＴＯＴＯ〉 サザナ
ＨＳシリーズ　Ｓタイプ
   １６１６ 1.0 坪サイズ

い 「ほっカラリ床」
・ お掃除ラクラク鏡
・ｶｳﾝﾀｰは壁と浴槽
から離れたﾃﾞｻﾞｲﾝ
なのでお掃除ﾗｸﾗｸ
・ＬＥＤｼｰﾘﾝｸﾞ照明
・ スッキリ折れ戸
ﾒｰｶｰ希望小売価格
 898,200 円を

  ３４０,０００円

〈タカラスタンダード〉 ミーナ　ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ

･ＦＲＰ高断熱浴槽
･ﾊﾞｽ形状は入浴ｽﾀｲﾙ
に合わせた３種類
･浴槽裏･壁面･天井
にたっぷりの保温材
を標準装備
･浴室壁はお手入れ
簡単で清潔な高品位
ホーローパネル
･地震に強い架台
ﾒｰｶｰ希望小売価格
   440,800 円を

   ３７４,０００円

１６１６ 1.0 坪サイズｽﾀｲﾘｯｼｭな浴槽フォルム
に多彩な壁パネルを合
わせることで、 幅広い
ﾃｲｽﾄの浴室に仕上げる
ことができます。

 水道直圧式
 屋外据置型　      
　40000ｋｃａｌ
 リモコン付き
  ﾒｰｶｰ希望小売価格

  387,000 円を

１７４,０００円

５５% 引き

〈リンナイ〉 ガスふろ給湯機
 ユッコＦ　ＲＵＦ-Ｅシリーズ
「エコジョーズ」 でガスのパワ
フルさと便利さはそのままに、
省エネ ・ 機能性が高まります。
ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ最高水準の熱効率
ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ( 給湯＋追い炊き付き )

ﾒｰｶｰ希望小売価格
　359,000 円を

１６５,０００円

〈ノーリツ〉 石油給湯機
ＯＴＱシリーズ ( 水道直圧式 )
ｽｲｯﾁﾎﾟﾝですべておまかせの
フルオートタイプ
(給湯＋追い炊き付き )
設定した水位･温度で沸き上り
自動ふろ配管ｸﾘｰﾝ機能付き

24 号屋外壁掛型
ｲﾝﾀｰﾎﾝ ﾘﾓｺﾝｾｯﾄ
( 浴室リモコンと
 台所ﾘﾓｺﾝ) 付き
ﾒｰｶｰ希望小売価格
　381,000 円を

１５２,０００円

シャワー機能は不要という方に
〈ＴＯＴＯ〉
ピュアレストＱＲ

  　寒冷地用
　 (ﾋｰﾀｰ水抜き併用 )
暖房便座 (ｳｫｰﾑﾚｯﾄＳ)
排水芯 200 ㎜
●手洗いなし
  ﾒｰｶｰ希望小売価格
   118,600 円を

    ５９,０００円
●手洗い付き
  ﾒｰｶｰ希望小売価格
   124,100 円を

   ６２,０００円
５０% 引き

床の改修なしで取り替えできる
リトイレ便器
〈ＬＩＸＩＬ〉 アメージュＺＡ ｼｬﾜｰﾄｲﾚ

簡易水洗便器も取替でき
ます。 【簡易水洗便器】
〈ＬＩＸＩＬ〉 トイレーナＲ
手洗い付き､脱臭暖房便座
　　　　ﾒｰｶｰ希望小売価格
　　　　　166,700 円を
　　　　　　９６,０００円４２% 引き

５０% 引き
５０% 引き

・ フチレス形状で、       
お掃除ラクラク
・ パワーｽﾄﾘｰﾑ洗浄
で強力に洗い流し
・ﾉｽﾞﾙｵｰﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
超節水 ＥＣＯ５
手洗いなし
ﾒｰｶｰ希望小売価格
　221,700 円を

　１１０,０００円

寒冷地用 (ﾋｰﾀｰ
水抜き併用 )

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄機能付き
　　　壁リモコン
　　　 ﾒｰｶｰ希望小売価格
　　　　 94,000 円を
　　　　  ４７,０００円

５０% 引き

〈ＬＩＸＩＬ〉 シャワー便座 KAｼﾘｰｽﾞ

標準タイプ エアコン
〈三菱〉 ルームエアコン
ＧＶシリーズ

 ６畳用   ７３,０００円
 ８畳用   ８３,０００円
１０畳用 １００,０００円

６０% 引き

ｵｰﾌﾟﾝ価格

こだわりの日本製
ドレン水で油汚れを自動洗浄
お好みに合わせて選べる除湿

６０% 引き

６２% 引き
６２% 引き


