
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2000×高さ1900の窓　定価78,000円→54,600円
●幅1500×高さ1000の窓　定価35,000円→24,500円

窓

～採風シリーズ～
工期　1日～

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。

プラス 目安施工費2万円～

プラス 目安施工費　玄関ドア5万円～

30%OFF

30%OFF

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・・・

※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。

浴室換気暖房乾燥機『三冠王』

ＴＹＲ621
定価158,000円
→102,700円

換気

涼風

暖房

衣類
乾燥

プラス 目安施工費5万円

●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

一般住宅において、熱の出入りが最も多いのは、
屋根や外壁よりも、窓などの開口部です。

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。

アルミタイプ　片開き
S12p型

  252,000円

アルミタイプ　片開き
C83N型

  265,580円

アルミ　SG仕様
Ｃ型

  143,520円
断熱
効果

遮熱
効果

防音
効果

結露
軽減

アルミタイプ　片開き
S12p型

  252,000円

アルミタイプ　片開き
C83N型

  265,580円

アルミ　SG仕様
Ｃ型

  143,520円

アタッチメント付複層ガラス
●幅1690×高さ1800の窓
 　　　　　　58,940円　
●幅1300×高さ900の窓
 　　　　　　22,670円

既存窓枠を利用して、ガラスを
複層ガラスに取替えする

リフォーム前 リフォーム後

単板ガラス 複層ガラス

アタッチメント

既存サッシ 既存サッシ

複層ガラス
スタイル

シェード
を

合わせて
使うと、

さらに効
果的！涼

スタイル
シェード

を

合わせて
使うと、

さらに効
果的！

玄 関 ド ア 勝手口玄 関 ド ア 勝手口

47,500円～（施工費込）47,500円～（施工費込）

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 ～7/31プレゼント有効期間 ～7/31

夏暑～い 　 を快適に暑～い 　 を快適に
まだまだ梅雨空が続いて
いますが暑～い夏は、
もうまもなく訪れます。今の間に
夏に向けての対策を始めませんか？

まだまだ梅雨空が続いて
いますが暑～い夏は、
もうまもなく訪れます。今の間に
夏に向けての対策を始めませんか？



広告有効期限：令和元年7月31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

工期　■６帖のお部屋：１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！

750円/m

30,000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

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…

900円/m 36,000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…

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…

壁の一面のみ異なるクロスを貼替え

じゅらく壁の上からクロス貼り

こんなこともできます

750円/m

900円/m30,000円 36,000円 

追いだき エコジョーズオートタイプ給湯暖房機

台所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

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

20号

→172,610円大大大特価→127,160円大大大特価

→119,680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

→168,510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33,000円）
定価(本体+リモコン)411,000円

59%OFF

59%OFF

台所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

台所用リモコン浴室用リモコン

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

20号

本体：GT-C2462SAWX BL（定価341,000円）
リモコン：ＲＣ-Ｊ101Ｅ（定価33,000円）
          定価(本体+リモコン)374,000円

本体：GT-C2062SAWX BL（定価319,000円）
リモコン：ＲＣ-Ｊ101Ｅ（定価33,000円）
　　　 定価(本体+リモコン)352,000円

66%OFF

66%OFF

知らない間にエコ出来る

※従来タイプ（ＬＰガス）と比較

追いだき エコジョーズオートタイプ

台所用リモコン浴室用リモコン

当店は「ガス機器設置スペシャリストの店」登録店です。

今まで捨てていた排気ガスの熱を
再利用します。お湯の使い方は今
まで通り、でもガス代もＣＯ2も減
らせるんです！

ガス代(年間）
約31,300円

お得！

CO2も杉の木
20本分

ガス給湯器 目安施工費5万円　工期：約3時間プラス

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

45%OFF
定価206,000円
→113,300円

アメージュZA
シャワートイレ

60%OFF

工期：約半日間　

60%OFF

・クロス貼替
22,000円
（施工費込）

・クッションフロア貼替
20,000円
（施工費込）

トイレの内装リフォームもお任せください！！

広さや状態により、別途費用が
掛かる場合がございます。

目安施工費2.6万円 工期：約半日間　

エムライン

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

※扉カラーはホワイトのみとなります

W750
収納3面鏡
両開きドア
曇りシャット付

エムライン
W600
1面鏡

W750
収納3面鏡
引出しタイプ
曇り止めヒーター付

定価156,500円

→40,690円

74%OFF

定価144,000円

→53,280円
定価156,500円

→40,690円
定価144,000円

→53,280円

63%OFF

洗面化粧台

工期：約半日間　

洗面所
・クロス貼替
 29,000円
  （施工費込）

・クッション
 フロア貼替
 20,000円
  （施工費込）
広さや状態により、別
途費用が掛かる場合が
ございます。

洗面所の内装リフォームも
お任せください！！

定価112,800円

　→29,328円
※扉カラーはホワイトのみとなります

74%OFF

定価112,800円

　→29,328円

ワイヤレスリモコン

本体カラーはホワイトのみとなります 本体カラーはホワイトのみとなります

60%OFF60%OFF定価206,700円
→82,680円
定価206,700円
→82,680円

Wパワー脱臭

超節水EC05

パワーストリーム
洗浄

おしりの洗浄
（泡ジェット洗浄）

XCH1401RWS
オート脱臭
省エネ基準達成率

トリプル
汚れガード

110％

定価206,000円
→113,300円 45%OFF


