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新築・ 増改築・ リ フォーム・ エクステリ ア

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。
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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12 月末迄のお申込み

   〈ＬＩＸＩＬ〉 組み合わせ便器
アメージュＺ便器フチレス＋
シャワートイレＫＢ２１　奥行 760 ㎜

間口７５ｃｍ奥行 42ｃｍ
扉カラー ； ホワイト
洗面ボールは衝撃に
強い人造大理石
奥行き４２ｃｍの
コンパクト設計
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

　　４３,０００円
※一面鏡ﾀｲﾌﾟも有り。
取替工事費 15,000 円
（既存撤去処分共）

〈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 ( 屋外設置型 )
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。
ﾌﾙｵｰﾄﾀｲﾌﾟ( 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、 既存便器撤去処分共）②排便管移設ありの場合 60,000 円 （床のみ解体、 既
存便器撤去処分、  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。

・ＦＲＰ保温アーチ浴槽
熱を逃がさず､５時間
経っても２.５℃以下の
湯温低下。
・ スミピカフロア
床の隅に目地がないの
で汚れを落としやすい。

　ﾒｰｶｰ希望小売価格
   　974,000 円を

   　３８９,０００円

１６１６ (1 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
･楽捨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
  　938,000 円を

   　３１８,０００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

７２% 引き

６６% 引き

６０% 引き

５２% 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
ア
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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

８畳用  定価 270,000 円を

      　　１０８,０００円
１０畳用 定価 300,000 円を

      　　１２０,０００円
※エアコン標準取付工事
（架台､ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ共） 40,000 円～
（1 階の場合です。 ２階の場合は
別途見積りになります。）

  〈ＴＯＴＯ〉 サザナ
ＨＳシリーズ　Ｓタイプ
   １６１６ (1 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

〈LIXIL〉ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ「アライズ」

・ さっと外して
まるごと洗える
カウンター
・ 寒い冬場でも
冷ヤッとしない
サーモフロア
・ 浴槽保温材と
保温組みフタの
ダブル保温構造
・強いうずが
汚れを流す

 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

  392,000 円を

２０７,０００円

４７% 引き

〈リンナイ〉 ガスふろ給湯器
 ユッコ UＦ　ＲＵＦ-Ｅシリーズ
高効率給湯機 「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
ますます向上
給湯熱効率が９５％へ！

ﾒｰｶｰ希望小売価格
　370,000 円を

１７７,０００円

〈ノーリツ〉 石油ふろ給湯機
エコフィールＯＴＱシリーズ
〈オートタイプ〉
スイッチポンで自動でお湯はり
設定湯量で自動ストップ
お湯が冷めれば自動で追い焚き

自動ふろ配管ｸﾘｰﾝ機能付き
余裕の 24 号
屋外壁掛型
フルオートタイプ
(給湯＋追い炊き )
ﾒｰｶｰ希望小売価格
　426,000 円を

１７０,０００円

セフィオンテクト＝汚れが付きにくく、
落ちやすいツルツルな陶器表面です

〈ＴＯＴＯ〉　大 4.8L/ 小 3.6L の節水
ウォシュレット一体型便器 「HV」

●手洗いなし
  ﾒｰｶｰ希望小売価格
   203,100 円を

   ８１,０００円
リモデル便器の場合
●手洗いなし
  ﾒｰｶｰ希望小売価格
   213,100 円を

    ８５,０００円６０% 引き

６０% 引き

６０% 引き

６２% 引き

６０% 引き

〈ＴＯＴＯ〉　ウォシュレット組み合わせ便器

★セット価格
ﾒｰｶｰ希望小売価格
   170,900 円を

   ７６,０００円
※手洗い無しもあり
ます。

狭いトイレを広々空間に変える業界
最小クラス (645 ㎜ ) のｺﾝﾊﾟｸﾄ設計
〈ジャニス〉 スマートクリーンⅢ

タンクレス便器
簡単便ふた着脱
ステンレスノズル
丸見えフチなし
汚れを防ぐＧコート
サイクロン洗浄
オート脱臭
大 4.5L/ 小 4.0L
ﾒｰｶｰ希望小売価格
　220,000 円を
１１０,０００円

５０% 引き

５５% 引き

泡でおそうじ (市販洗剤使用 )
流すたびに泡でしっかりお掃除します。

　〈パナソニック〉 アラウーノＳⅡ
奥行 700 ㎜
ﾀﾝｸﾚｽ便器
大 5.7L
小 4L
低い洗浄音
(55ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)
水ｱｶはじく
ｽｺﾞﾋﾟｶ素材

４０% 引き

寒冷地用
大 5L/ 小 3.8L
手洗い有り
●便座なしセット
定価 112,600 円
●シャワー便座
定価 84,000 円

★セット定価　　
　196,600 円を

　９４,０００円
５２% 引き

〈パナソニック〉 MX 洗面化粧台

〈パナソニック〉 システムバスルーム
「ＦＺシリーズ」  　　１６１６(1 坪サイズ )

ﾒｰｶｰ希望小売価格
   988,700 円を

   ３９５,０００円

１６１６サイズ

くるりんポイ排水口

ﾒｰｶｰ希望小売価格
　　196,000 円を １１７,０００円

・ 大 4.8L/ 小 3.6L の、 環境とサイフにやさしい節水技術
・ トルネード洗浄で便器の中をぐるりと、 しっかりと洗浄

・ フチなし形状で
サッとひとふき
お掃除ラクラク
・ セフィオンテクトで
汚れが落ちやすい
・手洗い付き
・ 寒冷地用

▼


