
標準工事費＝１９５,０００円
既存流し台撤去処分＋下地補修工事
＋新規システムキッチン組立･据付＋
キッチンパネル貼り (一部 )＋給排水
工事＋保温工事 ( ヒーター巻き )
※ガス工事費は別途になります。

台所改修工事 (８帖 )＝１８５,０００円
内装工事＋ペア樹脂サッシ＋照明工事

豊かな暮しの提案…【安心リフォーム】、見積り無料！

  株式会社メイクホーム 〒020-0125　盛岡市上堂1-19-33　　　 0120-41-5243　
ホームページ http://www.makehome.co.jp 　　リフォーム情報、不動産情報、載っております。

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。

2017.6.24

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９月末までの工事

パナソニックならではの豊富なバリエーション

〈パナソニック〉 システムキッチン “ラクシーナ”
ひと目で見渡せてラクラク出し入れ､「置きラク収納」。
引き出しはフルオープンスライドレールのソフトクロージ
ング機構です。
シンクとカウンターの間に隙間がないスキマﾚｽシンク。
クッキングコンセントが使いやすい位置にあるから調理
家電が大活躍！
お掃除ラクラクのスマート　　　　　　　フード
　　定価　９９２,４００円を　　　　　３９６,０００円
「ずっと続く信頼」 見えない部分まで上質ステンレス

〈クリナップ〉 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ “クリンレディ” 　Ｄｸﾗｽ
ステンレスは鉄の何十倍も錆びにくい金属、 だから長
寿命。 クリナップはステンレスにこだわり、 シンクや扉
だけでなく、 底面、 側面、 骨組みまでもステンレス。
シンクを流れる水を科学して誕生した 「流ﾚｰﾙシンク」
が 「汚れにくい」、 「洗いやすい」、 を実現しました。
引き出しの底板にもステンレスを　　　　採用、 汚れ
や臭いがしみ込みにくく　　　　　　　衛生的です。
　　定価　６８０,３００円を　　　　　４７６,０００円

使いやすさにこだわり、 収納力が頼りになるキッチン
〈ハウステック〉 システムキッチン “ＬＥ(ｴﾙｲｰ)”
作業がしやすいベーシックなオール引き出し収納
( スライド収納タイプ )
吊戸棚に標準装備の感震ロック…揺れを感知したら扉
をロックし、 収納物の飛び出しを防止します。
力強く空気を押し出すシロッコファン､40w 形ﾐﾆ電球付
傷や汚れ ・熱に強いステンレス　　　　ワークトップ
(エンボス付き）
　　定価　７６９,５００円を　　　　　　２５３,０００円

ｵｰﾌﾟﾝ価格

１０% 引き
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シンプルだけど嬉しいキッチン

〈ＴＯＴＯ〉 システムキッチン　“ミッテ”
奥行６０㎝のスリムキッチンも用意しています。
壁との間にすき間ができてしまう場合に１ｃｍ単位で
キッチン間口が調整できます。
シンクやコンロの位置を１５ｃｍ単位で移動できます。
楽な姿勢で取り出せるセンターラインキャビネット
( 奥行ひろびろ４７４ｍｍ)
サイレントレール標準装備　　　　　　
　定価 ６９６,４００円を              ２７８,０００円

鉄の強さとガラスの美しさを持つ高品位ホーロー製
〈タカラスタンダード〉ﾎｰﾛｰｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ“エーデル”
丈夫な鉄のベースに、 ガラス質を焼き付けて生まれる
高品位ホーローは汚れや湿気を寄せ付けず、 ずっと
清潔さを保つことができます。 直火であぶっても焦げ
や変色の心配がありません。
キャビネットの内部も扉もすべて高品位ホーロー製
高品位ホーロー整流板を採用の　　　 レンジフード
ホーロートッププレート　　　　　　　　ガスコンロ
   定価　３４３,５００円を　           ３０９,０００円

５４% 引き

〈リンナイ〉 マイトーン
右も左もワイドな火力で手際よ
く調理、 温度調節機能を左右
バーナーに搭載

標準幅 (60㎝ ) ﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙﾄｯﾌﾟ
 　　　定価１４２,０００円を
 　　　　９２,０００円
ワイド幅 (７５㎝ )　ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ
 　　　定価１５８,０００円を

        １０２,０００円

３５% 引き

５０% 引き

３０% 引き

３０% 引き

キッチンを使う人の行動を繰り返し観察することから
生まれたキッチンです。

〈ＬＩＸＩＬ〉 システムキッチン “アレスタ”
Ｗサポートシンクは、 「切る」、 「洗う」、 「捨てる」 が
立ち位置を変えずに作業ができます。 シンク内が調理
スペースに変わり、 下ごしらえの効率が上がります。
大容量と取り出し易さを両立した料理がはかどる収納。
お客様の期待に応える､数多くの　　　 プランニング
を揃えています。
　　定価　８５５,０００円を　　　　　３９３,０００円６０% 引き

　幅 2550 ㎜ / 引き出し収納 /吊戸棚
/ レンジファン / シングルレバー水栓等
のセット ( 下の写真 ) での各メーカー
の企画をご紹介します。

お客様のご要望に合わせた組み合わせ
でお見積りいたします。
パーツの選定により価格は変動します。

６０% 引き
６7% 引き
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レンジフード内部のプロペラ

ファン換気扇も簡単取替！
〈パナソニック〉
台所用金属換気扇
火を使うキッチンだから
不燃性
を追求

２５ｃｍ　定価２４,２００円を
　　　　１６,９００円
　取替工事費　８,０００円

〈クリナップ〉 
深型レンジフード
カラー ： ホワイト /ブラック
シロッコファン

幅６０㎝　定価５０,０００円を

          ３５,０００円
幅７５㎝　定価６５,０００円を

          ４５,０００円
取替工事費 (専用幕板＋外部
フード共 )　２２,０００円～

お求めやすい価格です。

〈タカラ〉　ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　ＶＵＳ
カラー ： ブラック
シロッコファン

幅６０㎝　定価３２,０００円を
          ２８,０００円
幅７５㎝　定価３３,０００円を
          ２９,０００円
取替工事費 (専用幕板＋外部
フード共 )　２２,０００円～

お求めやすい価格で機能
も充実
〈パロマ〉Ｓシリーズ
ハイパーガラスコートトップ

標準幅 (６０㎝）
 　　定価１３５,０００円を
 　　　７４,０００円
ワイド幅 (７５㎝ )
 　　定価１４０,０００円を
       ７７,０００円

〈パナソニック〉Ｆ３２シリーズ
光火力センサー搭載のお手頃
ＩＨクッキングヒーター
ラクラク天面操作
３色ＬＥＤ火力表示
２口ＩＨ＋ラジエント

　　６０㎝幅　６５,０００円

〈パナソニック〉
スマートスクエアフード
汚れにくくお掃除が簡単、
シロッコファンも簡単に外せ
ます。 

幅６０㎝　定価９０,８００円を
シルバー色  ５９,０００円
幅７５㎝　定価１０８,２００円を
シルバー色  ７０,０００円
取替工事費 (専用幕板･横幕
板･外部ﾌｰﾄﾞ共 )３８,０００円～

１２% 引き

３０% 引き
３０% 引き

一般用台所換気扇
交換式フィルター付き
〈パナソニック〉
台所用換気扇 ( 樹脂製 )
引きひも連動式シャッター

２５ｃｍ　定価１７,３００円を
　　　　１２,０００円
　取替工事費　８,０００円

４５% 引き
３５% 引き

　　　　　　〈パナソニック〉ＴＳシリーズ
エコナビ搭載…光火力センサーですばやく温度
キャッチ＋うまピタ制御でおいしく加熱コントロール

取替工事費 (既存撤去共 )１０,０００円～
※新規取付の場合は、 現状下見後、 お見積りいたします。

６０㎝幅
定価２８０,０００円を
　１５４,０００円
７５㎝幅
定価３００,０００円を
　１６５,０００円

６０㎝幅
定価２６０,０００円を
　１４３,０００円
７５㎝幅
定価２８０,０００円を
　１５４,０００円
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４５% 引き

取替工事費 (ガス工事共） １５,０００円～

ＩＨ

※掲載の定価は、 メーカー毎に
一定の組み合わせを想定して、
積算したものです。


