
ショールームにお越しのお客様へ　スタッフが不在の場合がございますので、右記フリーダイヤルにてご確認の上
　　　　　　　　　　　　　　　　　お越し下さいませ。宜しくお願い申し上げます

工期：約半日

インプラス（引き違い窓　単板ガラス）
●幅1650×高さ1800の窓　定価77,000円→46,200円
●幅1200×高さ 900の窓　定価34,000円→20,400円

窓・ドア 採風

防　水
外 壁

サイディング目地のシール打替

ベランダの床

※足場費用別途
※下地の状態により、別途費用がかかることがございます。

工　期　１日～

工期：１日～

内装タイル

微細な孔をもつエコカラットは”
呼吸する内装壁材”です。
ニオイが気になる玄関やＬＤＫ、湿
気が気になるトイレや洗面所など
に、アクセントとして一面の壁に
施工するのがおすすめです。

エコカラット

調湿力 ニオイ吸着力 VOC吸着力

75,000円～   
※お部屋の形や広さなどの状況により、別途費用が
　かかることや、施工ができない場合がございます。

例えばＬＤＫの壁4㎡にエコカラットを貼ると・・・

工期　1日～爽やかな風が通り抜けて、不快なにおいやジメジメも解消。爽やかな風が通り抜けて、不快なにおいやジメジメも解消。

幅830×高さ2,000
定価34,000円→18,700円

網戸　しまえるんですα
使わない時には縦框にスッキリ収納！
簡単に取り外しができるので丸洗いも
できます。

網戸　しまえるんですα

古いシールをカッターなどで撤去して、シールを
新しく注入します。 100m以下

900/m
100ｍ以上

古いシールをカッターなどで撤去して、シールを
新しく注入します。 100m以下

900/m
100ｍ以上
8万円

ＦＲＰ防水（下地処理を含む）

8万円
～4㎡

11万円
5㎡～10㎡　　

ＦＲＰ防水（下地処理を含む）

8万円
～4㎡

11万円
5㎡～10㎡　　

遮熱・断熱内窓遮熱・断熱内窓
いまある窓に”プラス”するだけ。
遮熱・遮熱効果、結露軽減、防音効果で
あっという間に快適さアップ！

いまある窓に”プラス”するだけ。
遮熱・遮熱効果、結露軽減、防音効果で
あっという間に快適さアップ！

今ある窓 インプラス

※窓の大きさに依り、施工価格は変わります。

アルミ仕様  片開き 採風タイプ
幅877×高さ2,356

定価379,400円→246,610円
アルミ仕様  片開き 採風タイプ
幅877×高さ2,356

定価379,400円→246,610円

リシェント勝手口ドア
（PG仕様）
幅818×高さ1,874

定価185,000円→120,250円

リシェント勝手口ドア
（PG仕様）
幅818×高さ1,874

定価185,000円→120,250円

幅830×高さ2,000
定価34,000円→18,700円

お楽しみ袋
家庭用品詰め合わせ  

プレゼント

フェア期間中、新規ご来店された方へ
ステキなプレゼント！

フェア期間中、新規お見積頂いた方へ
QUOカード
500円分

プレゼント有効期間 ～6/30プレゼント有効期間 ～6/30

梅雨、湿気対策は万全ですか？梅雨、湿気対策は万全ですか？
雨漏り、カビ、臭い・・・・・
　　　梅雨の時期に気になるトラブルは
　　　あちらこちらに潜んでいます。外と内から、
　　　大事なお住まいを見直してみませんか？

※屋根の勾配・形状によって価格は変わります。
※板金水切・谷水切・樋等は別途費用がかかります。

※現場状況に依り、別途費用が掛かる事がございます。ご了承下さい。

※現場状況に依り、別途費用が掛かる事がございます。ご了承下さい。

ガルテクト軽量で、断熱性能にも優れています。

カラーベストからの葺替

50万円～/60㎡（上貼り）※足場代込

変色や反り返り、苔、剥がれが
表れてきたら塗替えのサインです！

表面の塗料に遮熱効
果があるので、夏涼
しく、冬暖かい快適
な環境をつくります。

防　水
葺き替え 塗　装

屋　根屋　根

浴室換気暖房乾燥機『三冠王』

ＴＹＲ621
定価158,000円
→102,700円

工　期　葺き替え：3日～　　　　塗　　装：3日～

before after

40万円～/100㎡
太陽光からの温度上昇を低減し、室内の
省エネに貢献します。

※足場代・高圧洗浄代込

ウレタン：樹脂塗装

換気

涼風

暖房

衣類
乾燥

プラス 目安施工費5万円

プラス 目安施工費1万円～ プラス 目安施工費　玄関・勝手口ドア5万円　網戸2万円

●1台4役のスグレもの
●スイッチひとつで浴室が
 衣類乾燥室に早変わり！

35%OFF

before

after

40%OFF 35%OFF

35%OFF

45%OFF

40%OFF ※物品のみの販売は致しておりません。



洗濯機用水栓取替

16,970円～（材工共）

建具新調

18,000円～

畳新調

8,600円～／枚

畳表替え

4,500円～／枚

障子貼替

2,500円～／枚

ふすま貼替

5,000円～／枚

網戸張替

2,900円～／枚

浴室タイル修繕

15,000円～
ハウスクリーニング

9,000円～

ブラインド取付け

18,420円～（材工共）

手すり取付

8,000円～（材工共）

ウォシュレット

90,000円～（材工共）

コンセント増設

7,000円～

そ
の
他
の
リ
フ
ォ
ー
ム

カーペット貼替

2,800円～／㎡

インターホン取替

25,000円～

2,300円/㎡→30,000円 
例えば６帖のお部屋の床を貼り替えると…

工期　■６帖のお部屋：１日～　■トイレ・洗面室：半日～
クロス貼り替え

※材料費・工事費込　※下地の状態により、別途費用がかかることがございます。
※家具等のお荷物が多数ございます場合は、移動費用を頂くことがございます。

量産クロス
一般的なマンションや建売住宅で仕様されているクロスです。
防カビ、シックハウス対策品。

防カビ
機能付も！

650円/m

25,000円 

例えば６帖（壁面積40㎡以内）
のお部屋の壁クロスを貼り替
えると…

様々なデザインがあります。汚れが落としやすい壁紙や、ニオイを消臭す
る壁紙など機能性壁紙も豊富に取り揃えています。

AAクロス

650円/m

25,000円 

例えば６帖（壁面積40㎡以内）
のお部屋の壁クロスを貼り替
えると…

850円/m 33,000円 例えば６帖（壁面積40㎡以内）
のお部屋の壁クロスを貼り替
えると…850円/m 33,000円 例えば６帖（壁面積40㎡以内）
のお部屋の壁クロスを貼り替
えると…

広告有効期限：平成29年6月30日迄

〒616-8221 京都市右京区常盤村ノ内町1-17
TEL.075-861-4567　FAX.075-861-4569
建築工事業　内装仕上工事業　京都府知事許可（般－19）第37444号 

中
信
様 様

様
様 様

様

洗面化粧台 目安施工費2.6万円
工期：約半日間　

プラス

●既存洗面化粧台撤去　●新規洗面化粧台取付　●給水管接続　
●電気接続　●廃材処分

定価112,800円

　→29,328円

74%OFF

※扉カラーはホワイトのみとなります

限定
5台！

エムライン
Ｗ600
1面鏡

W750
蛍光3面鏡
くもり止めヒーター付

定価133,000円

　→53,200円
60%OFF

水栓金具

TKGG30E
定価26,700円
　→17,355円

35%OFF

35%OFF
TKGG31E
定価29,100円

　→18,915円

目安施工費：壁付タイプ1.2万円　工期：1時間～
　　　　　　台付タイプ1.7万円　

キッチン用 浴 室 用
シングルレバー混合栓（壁付タイプ）

シングルレバー混合栓（台付1穴タイプ）

シングルレバーシャワー金具（壁付タイプ）

TMGG30E
定価38,100円

→22,860円

TMGG40E
定価39,800円

　→23,880円

サーモスタットシャワー金具（壁付タイプ）

40%OFF

40%OFF

トイレ ●既存便器撤去　●新規便器取付　●給排水管接続　●廃材処分プラス 目安施工費3万円 工期：約半日間　

本体カラーはホワイトのみとなります

定価173,600円

→76,384円

袖付きタイプ
アメージュZ
手洗い付

ピュアレストQR
温風乾燥

オート便器洗浄

壁付リモコン

56%OFF
定価238,600円

→167,020円
30%OFF

ガス給湯器 目安施工費：50,000円
工期：約3時間

追いだき エコジョーズオートタイプ給湯暖房機追いだき エコジョーズオートタイプ

当店は「ガス機器設置スペシャリストの店」登録店です。

台所用リモコン浴室用リモコン

浴室用リモコン

追いだき エコジョーズオートタイプ給湯暖房機追いだき エコジョーズオートタイプ

物品のみの販売は致しておりません。

物品のみの販売は致しておりません。

24号
24号

20号

→168,400円大大大特価
物品のみの販売は致しておりません。

→95,250円大大大特価

本体：RVD-E2405SAW2-1(A)
（定価388,000円）
マルチリモコンセット：MBC-230V(T)
（定価33,000円）

定価(本体+リモコン)421,000円

エネルックリモコン：MFC-E225D
(定価40,000円）

→164,400円大大大特価

本体：RVD-E2005SAW2-1(A)
（定価378,00円）
マルチリモコンセット：MBC-230V(T)
（定価33,00円）

定価(本体+リモコン)411,000円

60%OFF75%OFF

60%OFF

[ブライツ]

[ブライツ]

商品同梱の『所有者票』を返送頂くだけで・・・
通常2年保証

5年保証に延長！！5年保証に延長！！

本体：FH-E247AWL
(定価341,000）

定価(セット)381,000円浴室用リモコン

浴室用リモコン

20号 物品のみの販売は致しておりません。

→89,750円大大大特価

エネルックリモコン：MFC-E225D
(定価40,000円）

75%OFF[ブライツ]

本体：FH-E207AWL
(定価319,000）

定価(セット)359,000円浴室用リモコン

フローリング貼替

7,600円～／㎡

限定
3台！

限定
3台！

台所用リモコン浴室用リモコン


