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上手に節約！快適・省エネ！上手に節約！快適・省エネ！

そ
う
だ
、こ
こ
も
あ
そ
こ
も
。

間
に
合
う
か
し
ら
？

2019

9/30

商品の画像は全てイメージです。チラシ掲載の価格は商品本体のみの価格となり、商品画像内の付属品及び工事費等は含まれておりません。
取り付け工事期間は目安です。個々の状況により時間がかかる場合がございます。お見積もり、商品に関するお問合わせは下記店舗までお気軽にどうぞ。● チラシ掲載内容についてのご案内

お問い合わせ先店舗

「工事だけじゃない」リフォームの流れ

・使用方法の説明
・定期点検とメンテナンス
・修理対応

だから
安心!!

キッチン

商品購入
で

当たる 3万円分のJCB
ギフトカード

5
名様

10万円以上購入

グルメギフト
カタログ

100
名様

3万円以上購入

対象商品を税込30,000円以上購入の方が対象になります。賞品は、
30万円以上／10万円以上／３万円以上の３区分でご購入金額により異なります。　応募対象 当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。当選発表

システムバス

1.解体・撤去 2.配管工事 3.土間工事 4.木工事 5.組み立て 6.廃材処理 7.窓まわり・引渡し

トイレ 洗面化粧台

日頃のガス供給と同じ
く、

販売後も責任を持って

対応いたします！

問い合わせ 提案　▶　検討　▶　商品決定・施工日決定 工事　▶　完了・引き渡し

Point

工事目安

※状況により異なります。

1～3週間程度

工事目安

※状況により異なります。

～1週間程度

工事目安

※状況により異なります。

1日～5日程度
工事目安

※状況により異なります。

1日～1週間程度

事前に調整した日程で工事を開始します。短いも
ので数時間～1日程度、給排水や内装変更を伴う場
合は数週間かかる場合もあります。
消費税8%は増税前（9月中）に
引き渡しを行なうことが必要です。

コンロや水栓だけの交換なら、数時間で終わるものの、キッチン
本体、さらに間取り変更等を伴うと大きく時間がかかります。

陶器部分が進化した最新のトイレ。
防汚性能の向上やお手入れ簡単形状
で清潔リフォーム。

給湯器の交換は1日だけですが、壁面や給排水の移動がある場合はさら
に時間がかかります。お早めのご検討を。

【提案～検討】
ご要望を伺い、お見積・商
品のご提案いたします。
メーカーショールームへ
ご招待、実際の製品をご覧
いただくこともできます。

ご希望の商品の
種類やご要望を
営業担当までお
知らせください。

【商品決定・施工日決定】
商品に納得いただいた上で決定い
ただき、工事の日程を調整します。
増税が近づくと工事の予定が混
み合うことが予想されます。早め
の日程調整をおすすめします。

17リットルの大容量ボウルで、洗面
だけでなく掃除や洗濯など使い方の
幅が広がりました。収納もばっち
り！

ボール内の髪の毛や
石鹸の泡などを自然
に排水口に集めて流
す「流レール」を採用、
使いやすくお手入れ
も簡単です。

お掃除ラクラクのフチレス形
状に加え、少ない水でパワフル
に流す「パワーストリーム洗
浄」機能でいつもピカピカ。

さらに「ノズルきれい」で
シャワーノズルの外側だけ
でなく内側も除菌洗浄。

ホーローならではの美しい光沢とシンプルな形状で愛されるエーデル。
「高品位ホーロー」採用で汚れや湿気をシャットアウト。耐久性に優れ、清潔
にご使用いただけるキッチンです。

汚れがスムーズに流れるシンクや、手や物をかざすだけで操作ができるハンズフリー水栓お手入れしやす
い水まわりを実現しました。

シエラ17　I型2550
プラン番号：AF199203314-01-01
シエラ17　I型2550
プラン番号：AF199203314-01-01

SIERASIERA

プラン番号：1300Z-1903-0107Fプラン番号：1300Z-1903-0107F

エーデルエーデル

シンプル&高品質キッチンに立つ時間がもっと楽しくなる

真上から降り注ぎ一瞬で体を包み込む形状のシャワー。温かさが続く
断熱構造のサーモバス。さらに、角の少ない形状の浴槽。壁から外せて
丸洗いできるカウンターなど、日々のお手入れがしやすいこともポイ
ントです。

冷たくカビが発生して
いたタイルの浴槽。
リフォームで浴槽も広く
清潔快適なお風呂に！

いつものバスタイムが特別な時間に変わる

リラックス&簡単お手入れ

実際のリフォーム例

サビ、湿気に
負けない高品位
キッチン

使い勝手とスタイリッシュを両立100年の耐久性
「アクアセラミック」
でいつも美しく

ゆとり広がるコンパクト設計
清潔機能も充実の快適トイレ

水ハネも安心の深型ボール

700,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥1,099,500（税別）

320,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥355,700（税別）

じっくり
考える時間

も

必要ね

3ヶ月
前が安心！

2ヶ月
前が安心！

1.解体・撤去 2.給排水・電気工事 3.組立 4.器具の取り付け

キッチン
リフォームの
流れ

バス
リフォームの
流れ

プラン番号：AF99203314-01-02プラン番号：AF99203314-01-02

アライズアライズ 500,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥930,600（税別）

エコフルシャワーエコフルシャワー

まる洗いカウンターまる洗いカウンター

フチレス形状フチレス形状 パワーストリーム洗浄パワーストリーム洗浄
フチレス便器フチレス便器

サイドレバーで
リフトアップ
サイドレバーで
リフトアップ

BeforeBefore AfterAfter

YBC-ZA10H/BW1+YDT-ZA180H/BW1+CW-KB21/BW1YBC-ZA10H/BW1+YDT-ZA180H/BW1+CW-KB21/BW1

アメージュリトイレアメージュリトイレ

130,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥184,600（税別）
BNFH75TNMCWDG+M-751NFNCBNFH75TNMCWDG+M-751NFNC

ファンシオ  75cmファンシオ  75cm

190,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥260,000（税別）

120,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥154,000（税別）
ＬＳＡＭ－６ＶＳＨ＋ＬＳＡＢ－６０ＡＷＮ１ＢＬＳＡＭ－６ＶＳＨ＋ＬＳＡＢ－６０ＡＷＮ１Ｂ

シャンピーヌ  60cmシャンピーヌ  60cm

60,000円～税 別

メーカー希望小売価格￥114,800（税別）

当社のアフターフォロー
特別保存版

10万円分の
JTB旅行券

5
名様

30万円以上購入

※施工例は掲載の商品とは異なります

CES9424M＃NW1CES9424M＃NW1

GGシリーズGGシリーズ

※取り付け費・工事費別途※取り付け費・工事費別途 ※取り付け費・工事費別途※取り付け費・工事費別途

※取り付け費・工事費別途※取り付け費・工事費別途



レンジフード 工事目安
※状況により異なります。

2～3時間程度

エアコン　 工事目安
※状況により異なります。

2～3時間程度

ガス衣類乾燥機　 工事目安
※状況により異なります。

2～3時間程度

ビルトインコンロ 工事目安
※状況により異なります。

2～3時間程度

ガス給湯器（エコジョーズ）　

テーブルコンロ 工事目安
※状況により異なります。

2～3時間程度

工事目安
※状況により異なります。

2～3時間程度

工事目安

※状況により異なります。
2～3時間程度

物干し竿は別途物干し竿は別途

UV除菌ユニット搭載
（内部イメージ）
UV除菌ユニット搭載
（内部イメージ）

ご夫婦2人にご夫婦2人に

※SRK28RX、SRK25TXは外観共通※SRK28RX、SRK25TXは外観共通

4人家族向け4人家族向け

お湯を

99.9%除菌
お湯を

99.9%除菌

換気扇クリーニングエアコンクリーニング

浴室・トイレ・水まわり等
各種クリーニングを
ご用意しております

プレミアム
24号

10畳
200V

10畳
200V

8畳
100V

プレミアムエコジョーズ
GT-C2462PAWX-BL＋RC-G001Eマルチセット

198,000円税別
メーカー希望小売価格￥347,000（税別）

エコジョーズ
RUF-E2005SAW（A）＋MBC-230V（T）

248,000円税別
メーカー希望小売価格￥419,000（税別）

ブライツ
FH-E248FAWL+MFC-E226V

278,000円税別
メーカー希望小売価格￥462,800（税別）

298,000円税別
メーカー希望小売価格￥392,000（税別）

ＯＴＱ－Ｃ４７０５ＳＡＹ　ＢＬ　
ＲＣ－Ｊ１０１Ｅマルチセット（Ｔ）

345,000円税別
メーカー希望小売価格￥455,000（税別）

UKB-EG470ARX-S(FFP)
給排気筒セット

1ヶ月
前が安心！

省エネエアコン+

で電気代をもっと安く！

従来の給湯器でロスがあった排熱を利用し、効率を高めた
給湯器です。年間で11%のガス節約が可能になりました。※

グリル消し忘れ消火機能
や、設定時間に自動消火
する安心機能も搭載。

グリルを延長したことでさっと取り出しが可能に。さらに
ダブル火力調節で揚げ物や焼き物が便利に手早く。

フードコーディネーターなど13名の食のプロが監修。200以上のレシピを納めた「デリシアアプリ」。

どれだけ安くなるか試算します。

3週以降の初回検針日より利用スタート。

トレイにお湯を入れて本体にセットし自動洗浄。約2ヶ月に１
回の洗浄で約10年間ファンを取り外さずにお掃除が可能です。

湿度が高い時は湿気を吸収
し、乾燥時は湿気を放出。そ
の効果は珪藻土の約6倍に
も。玄関やトイレ、洗面所に
おすすめです。

カビの原因や効率悪化につ
ながるエアコンのほこり。
浴室の水アカなどプロが
隅々までお掃除します。家
族の健康につながるクリー
ニングです。

今ある枠の上からの施工で短時間工事。
閉めたまま採風可能で防犯も安心。

しかも、1日1回の計算で年間、6,200リットル
の節水に。

高い除菌力。チリや排気ガス粒子も心配なし。

ドラム除菌運転でドラム内の大腸菌を除菌。

ハイパーガラスコートで汚
れに強い。焦げ付き防止機
能で、長時間調理も安心。

屋外灯油タンクは気づか
ない内に錆が発生してい
ることがあります。灯油
が空のこの時期こそ、確
認に最適！

太陽光発電を自宅で有効
活用。停電などいざとい
うときにも役立ちます。
既に太陽光設備を設置済
みの方、固定価格買取制
度で10年を向える方に。

RHS72W22E3R2D-STWRHS72W22E3R2D-STW
デリシアデリシア

N3WQ6RWASKSIN3WQ6RWASKSI
ファミファミ

PD-811WS-75GXPD-811WS-75GX
フェイシスフェイシス

NFG6S13MSI　（コンロとの連動機能なし）NFG6S13MSI　（コンロとの連動機能なし）
クララクララ

RSW-F402C-SVRSW-F402C-SV
食器洗い乾燥機食器洗い乾燥機

ZRS60ABR17MSZ+ZRY60MBR66MSZZRS60ABR17MSZ+ZRY60MBR66MSZ

洗エール
レンジフード
洗エール
レンジフード

RTS65AWK14RG(C L/R)RTS65AWK14RG(C L/R)
ラクシエラクシエ

PA-63ＷＣＫ-Ｒ/ＬPA-63ＷＣＫ-Ｒ/Ｌ
SシリーズSシリーズ

リシェント玄関ドア３断熱K２G82型リシェント玄関ドア３断熱K２G82型
リシェントリシェント

EDPK-9090/D3EDPK-9090/D3

エコカラットプラス
デザインパネルキット
エコカラットプラス
デザインパネルキット

RDT-54S-SVRDT-54S-SV

ガス衣類乾燥機乾太くんガス衣類乾燥機乾太くん

※錆による腐食イメージ※錆による腐食イメージ

壊れる前の交換がオススメ

とりあえず
今あるの
持ってきて

！
ちゃんと選

べば

良かった…
。

故障は突然！その時に慌てて取り替えると、後悔するこ
とも。故障前の交換で自分に合った商品を賢く選びま
しょう。

簡単お手軽
リフォーム
大きな工事が必要ない、
お手軽でお手頃な商品を
集めました。

38,000円税別200ℓ

KS3-200SJKS3-200SJ

オイルタンクオイルタンク
メーカー希望小売価格￥54,500（税別）

工事目安

※状況により異なります。
2～3時間程度

給湯器

工事目安

※状況により異なります。
2～3時間程度

工事目安

※状況により異なります。
2～3時間程度

食器洗い乾燥機

献立はプロにおまかせ。専用アプリで自動調理も！

比べて実感。汚れに強いビルトインセット ガラストップで毎日のお手入れ簡単！の
人気商品。広がる調理の幅と快適さ

200,000円税 別
メーカー希望小売価格￥306,000（税別）

140,000円税 別
メーカー希望小売価格￥198,000（税別）

75,000円税 別
メーカー希望小売価格￥100,000（税別）

153,000円税 別
メーカー希望小売価格￥192,000（税別）

49,000円税 別
メーカー希望小売価格￥84,800（税別）

58,000円税 別
メーカー希望小売価格￥97,800（税別）

浴槽の残り湯の除菌機能搭載
でいつでも気持ちよく入浴！
洗濯利用で気持ちよく洗濯も！

浴槽の残り湯の除菌機能搭載
でいつでも気持ちよく入浴！
洗濯利用で気持ちよく洗濯も！

お湯はりから
保温まで全自動
お湯はりから
保温まで全自動

シンプル機能の
エコジョーズ
シンプル機能の
エコジョーズ

灯油給湯なら省エネのエコフィール灯油給湯なら省エネのエコフィール ❶ 生乾きの臭いをカット❶ 生乾きの臭いをカット ❷ スピード乾燥で家事を時短化❷ スピード乾燥で家事を時短化

❸ 清潔乾燥❸ 清潔乾燥 ❹ 快適な仕上がり❹ 快適な仕上がり

灯油タンクは
夏こそチェック
灯油タンクは
夏こそチェック

GH-HK200AW-1／ TC-H700L／BD-HW410AGH-HK200AW-1／ TC-H700L／BD-HW410A

浴室暖房乾燥壁掛け型浴室暖房乾燥壁掛け型

1台で4役
オールシーズン快適
1台で4役
オールシーズン快適

太陽光設備にプラス
蓄電池で電力自給

298,000円税 別
メーカー希望小売価格￥498,000（税別）

98,000円税 別
メーカー希望小売価格￥128,000（税別）

1,110,000円税 別 25,000円税 別
メーカー希望小売価格￥28,000（税別）

498,000円税 別
メーカー希望小売価格￥630,700（税別）

JF-AJ461SYXN（JW）JF-AJ461SYXN（JW）
キッチン水栓キッチン水栓

44,000円税 別
メーカー希望小売価格￥58,000（税別）

JF-AH437SYZN（JW）JF-AH437SYZN（JW）

浄水器内蔵型浄水器内蔵型 浄水器内蔵型浄水器内蔵型

キッチン水栓キッチン水栓

33,000円税 別
メーカー希望小売価格￥44,000（税別）

BF-HW156NSCBF-HW156NSC
バス水栓バス水栓

56,000円税 別
メーカー希望小売価格￥74,800（税別）

BF-WM147NSGBF-WM147NSG
バス水栓バス水栓

32,000円税 別
メーカー希望小売価格￥42,900（税別）

SS-2LT-10HCCSS-2LT-10HCC
火災警報器（煙式）火災警報器（煙式）

4,800円税 別
メーカー希望小売価格￥8,600（税別）

SS-FL-10HCCASS-FL-10HCCA
火災警報器（熱式）火災警報器（熱式）

4,800円税 別
メーカー希望小売価格￥8,600（税別）

TCF6622TCF6622
ウォシュレットウォシュレット

49,800円税 別
メーカー希望小売価格￥77,000（税別）

SPC-W（２本１セット）SPC-W（２本１セット）
ホスクリーンホスクリーン
物干し金具物干し金具

9,600円税 別
メーカー希望小売価格￥10,700（税別）

JQ-12EJQ-12E
ROCO録画ROCO録画
3.5型録画機能付インターホン3.5型録画機能付インターホン

14,000円税 別
オープン価格

PTT-002PTT-002
節水型シャワーヘッド節水型シャワーヘッド

7,200円税 別
オープン価格

LP0138LP0138グリルパングリルパン

7,200円税 別
メーカー希望小売価格￥8,000（税別）

MFH-221MFH-221

　　　　　　浄水器　　　　　　浄水器

アクアセンチュリーアクアセンチュリー

1,800円/月税 別

レンタル価格

PR-S10MTPR-S10MT
ガス炊飯器ガス炊飯器

38,000円税 別
メーカー希望小売価格￥47,800（税別）

LP0112YELP0112YE南部鉄器鍋南部鉄器鍋

16,000円税 別
メーカー希望小売価格￥17,800（税別）

高効率石油ふろ給湯器（潜熱回収型）

カタログカタログ

年間 25,480円もおトクに！
なら

※リンナイホームページより／RVD-A2400AW2-1(A)とRVD-E2405AW2-1(A)の比較

※ノーリツホームページより

※リンナイホームページより

現在お使いの電力会社への解約連絡は不要です。

ご納得いただければ書類で申込。

❶シミュレーション

❷ お申し込み

❸ 利用開始

3ステップ
簡単お申し込みは

デリシアアプリデリシアアプリ ココットダッチオーブン・ココットプレート 付属ココットダッチオーブン・ココットプレート 付属

ココットプレート 付属ココットプレート 付属

ラクック 付属ラクック 付属

ラクック プレゼントラクック プレゼント

ダブル高い火力&ダブルトロ火の調節機能ダブル高い火力&ダブルトロ火の調節機能

今のキッチンに取り付けできる！今のキッチンに取り付けできる！

従来タイプ（施工前）従来タイプ（施工前）

延長されたスライドグリル延長されたスライドグリル

ラクック使用ラクック使用

すっきりフレームガラストップすっきりフレームガラストップ

焼き網使用焼き網使用

汚れに強いガラスフレームトップ採用。付属の「ラクック」を
使えばグリルは汚れ知らずに。さらに、専用クッキングシー
トを特別プレゼントでラクックのお手入れも簡単。

特別プレゼント
クッキングシート
特別プレゼント
クッキングシート

５年保証

５年保証 ５年保証

５年保証

５年保証 ５年保証

140,000円税 別
メーカー希望小売価格￥218,000（税別）

88,000円税 別
メーカー希望小売価格￥153,000（税別）

クックボックスクックボックス グリルパングリルパンもしくはもしくは

プレゼントプレゼント

換気扇まわりが
こんなにスッキリ!
換気扇まわりが

こんなにスッキリ!10年間自動で洗える

裏返す手間なし
両面焼きのグリルを
標準装備

汚れがサッと
拭き取れる
鏡のような光沢

毎日がもっと美味しくなる！
ピックアップアイテム

分解簡単。お手入れしやすい
ノンフィルタータイプ

エアコンに換気扇。
溜まった汚れは
プロにおまかせ！

カビ・結露対策
玄関のワンポイント
にもオススメです

1dayリフォームで
夏は涼しく、冬暖かく

一度に56点
約8人分の食器が洗える

SRK25TXSRK25TX

フィルター自動清掃機能&
加湿運転で毎日を快適に

基本性能充実シンプルモデル
寝室や子供部屋に

本体高さ、わずか250mmコンパクトで高性能

69,000円税 別
メーカー希望小売価格￥240,000（税別）

SRK28RXSRK28RX 99,000円税 別
メーカー希望小売価格￥290,000（税別）

S28WTKXP-WS28WTKXP-W
KXシリーズKXシリーズ

寒冷地向け仕様で
夏も冬も安心

159,000円税 別
メーカー希望小売価格￥340,000（税別）

屋外
据え置き型

屋内
壁掛け型

工事目安

※状況により異なります。

～1日

・赤ちゃんの衣類乾燥にも

・ドラム内の大腸菌を 99%カット
強い温風で繊維が根元から立ち上がります。

シワが自然と伸びアイロンの手間を軽減。

・繊維の根元からふんわり

・大風量でシワを軽減

※悪臭の原因菌「モラクセラ菌」を対象に測定

悪臭の原因菌を
99.9% 除去 電気ヒーター式

全自動洗濯乾燥機 5kgで約281分

5kgで約52分

※実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-54S-SV・標準コースで算出

火災警報器は10年が交換目安です！ 節水効率35%録画機能で安心天井を
物干しスペースに便座を変えるだけ防カビホースで

清潔シャワー
高温出湯防止で安心
便利なプッシュ操作

浄水器内蔵なのに
コンパクト

ホース付きで
シンク内を自由自在

プロペラタイプ 1台   9,330円税 別
レンジフードタイプ  1台   16,000円税 別

通常エアコン　    1台     11,000円税 別
お掃除機能つき     1台   20,950円税 別
室外機クリーニング 1台   7,000円税 別

アイホン

施工例施工例

6.5kWシステム一式（工事費別）

オムロン蓄電池
オープン価格

５年保証 ５年保証

５年保証

フルオート
24号

オートタイプ
20号

暖 房

涼 風

乾 燥

換 気

オートタイプ
20号

フルオートタイプ

オートタイプ

川口技研

お湯はり開始 自動ストップ 自動たし湯 自動ふろ配管
クリーン

追いだき/自動保温

お湯はり開始 自動ストップ マイルド追いだき追いだき/自動保温

やさしくお湯を温める

やさしくお湯を温める

ぬるさを感じる前に追いだき

・マイルド追いだき

・ごきげんオート

オートタイプは、水量指定なので
お湯が少なかったり、残り湯があ
流状態で沸かすとお湯があふれ
てしまうことも。

全ておまかせなら「フルオート」に！

自動の湯量・温度で沸き上がり自動ストップ。

自動の水位・温度で沸き上がり自動ストップ。自動で足し湯、沸かし湯も。

 35%
OFF

 36%
OFF

20%
OFF

25%
OFF

41%
OFF

42%
OFF

41%
OFF

43%
OFF

40%
OFF

24%
OFF

24%
OFF

23%
OFF

40%
OFF

53%
OFF

66%
OFF

71%
OFF

 42%
OFF

クララ（施工後）クララ（施工後）

ミライフでんきミライフでんき


