
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

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

目安施工費5万円　工期：約3時間ガス給湯器プラス

追いだき エコジョーズオートタイプ

20号

24号

物品のみの販売は致しておりません。

GT-C2062SAWX BL　希望小売価格 352,000円

　　→92,000円
GT-C2462SAWX BL　希望小売価格 374,000円

　　→98,000円

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本体カラーはホワイトのみとなります

60%OFF
希望小売価格 215,600円
→86,240円

アメージュZA
シャワートイレ

ウォシュレット一体形
便器ZR1

希望小売価格 220,000円
→110,000円

希望小売価格 217,000円
→84,630円 50%OFF61%OFF

アメージュZA
シャワートイレ

W600×H1800
希望小売価格 15,800円
→10,270円

W1200×H2000
希望小売価格 19,800円
→12,870円

希望小売価格 220,000円
→110,000円

希望小売価格 217,000円
→84,630円

節水トイレ プラス 目安施工費3万円 工期：約半日間　●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 目安取付費 7,000円
透明ロールスクリーン

35%OFF 35%OFF

コロナ対策が必要な
部屋の間仕切りなどに
コロナ対策が必要な
部屋の間仕切りなどに

省エネエアコン

90,000円
10畳用  AY-L28DM

キッチ ン 用 工期：1時間～

40%OFF

シングル混合水栓
TKS05301J
シングル混合水栓
TKS05301J
希望小売価格 32,600円
→19,560円
希望小売価格 32,600円
→19,560円 40%OFF

シングル混合水栓
TKS05311J
希望小売価格 29,700円
→17,820円
希望小売価格 29,700円
→17,820円

シングル混合水栓
TKS05311J

水栓金具 目安施工費

　

プラス （壁付タイプ）1.2万円
（台付タイプ）1.7万円

浴 室 用 工期：1時間～

40%OFF

サーモスタット混合水栓
（壁付タイプ）
TBV03401J
希望小売価格 43,800円
→26,280円

"カチッ”とエコシングル
水栓でお湯の節約に。

プレゼント有効期間 ～8/31プレゼント有効期間 ～8/31

コロナに負けるな！
家計応援セール
コロナに負けるな！
家計応援セール
コロナに負けるな！
家計応援セール

希望小売価格 215,600円
→86,240円

エコジョーズ機能付きなので、ガス代の節約に！

※コンクリート下地など、特殊な下地の場合は別途費用が発生する事がございます。

コロナウイルスの影響により自宅にいる時間が増えると何かと支出が増える
ご家庭が多いのではないでしょうか？そこで今回は家計の負担軽減など、新型
コロナウイルス対策として、弊社がおススメする省エネリフォームをご提案
させていただきます。

コロナウイルスの影響により自宅にいる時間が増えると何かと支出が増える
ご家庭が多いのではないでしょうか？そこで今回は家計の負担軽減など、新型
コロナウイルス対策として、弊社がおススメする省エネリフォームをご提案
させていただきます。

プラス
目安取付費 25,000円

空気清浄技術プラズマクラスターでウイルス除去！

※取付状況により取付費が変動する事がございます。

弊社ではコロナ感染対策として、全社員に下記の徹底を義務付けております。
ご安心して、ご依頼願います。
①出社時の検温　②マスクの着用　③手指先のアルコール消毒及び消毒液の携帯



広告有効期限：令和2年8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！

800円/m

32,000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…

950円/m 38,000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…950円/m 38,000円 

800円/m

32,000円 

※扉カラーはホワイトのみとなります

・LED照明
・W750
・収納3面鏡
・両開きドア
・曇りシャット付

70%OFF

希望小売価格144,000円

→54,720円
希望小売価格144,000円

→54,720円
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！！

※扉カラーはホワイトのみとなります

70%OFF

62%OFF

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　●廃材処分洗面化粧台

・W750
・収納3面鏡
・引出しタイプ
・曇り止めヒーター付

希望小売価格 128,200円

　→38,460円
希望小売価格 128,200円

　→38,460円

・LED照明
・W600
・1面鏡

目安施工費3万円 工期：約2時間　プラスビルトインガスコンロ

希望小売価格 175,700円

→52,710円

N3GQ2RWTQ1
W600
メタルトップ
水無し片面焼グリル

RS31W28P12RVW
W600
パールクリスタル
水無し両面焼グリル

N3WQ6RWTSSI
W600
ガラストップ
水無し両面焼グリル

希望小売価格 143,000円
  　　→87,230円

希望小売価格 137,000円
  　　→83,570円

N3GQ2RWTQ1
W600
メタルトップ
水無し片面焼グリル

RS31W28P12RVW
W600
パールクリスタル
水無し両面焼グリル

N3WQ6RWTSSI
W600
ガラストップ
水無し両面焼グリル

スリム型ノンフィルター
W600   シルバー

希望小売価格82,000円
→63,140円

レンジフード

※前幕板や横幕板は別途になります。
※その他、現場の状況により別途部品が必要な場合が
　あります。

目安施工費：3.5万円　工期：約2時間～　

23%OFF
希望小売価格82,000円
→63,140円30%OFF希望小売価格 85,000円

  　　→59,500円
39%OFF 39%OFF

スリム型ノンフィルター
W600   シルバー

目安施工費：3.5万円　工期：約2時間～　

希望小売価格 137,000円
  　→83,570円

希望小売価格 143,000円
  　→87,230円

希望小売価格 85,000円
  　→59,500円

希望小売価格 175,700円

→52,710円

クッションフロア貼り替え
６帖 床貼り替え→35,000円（施工費込） 

色柄の豊富さで選ぶならクッションフロアがおすすめです。

畳表替え

4,500円～／枚

障子貼替

2,500円～／枚

その他のリフォーム
ふすま貼替

5,000円～／枚
網戸張替

2,900円～／枚

サンシェード取付

47,500円～（施工費込）

インターホン取替

25,000円～

BGAシリーズ

NFG6S20MSINFG6S20MSI

1616（1坪）サイズ

希望小売価格 747,500円

→291,525円
希望小売価格 747,500円

→291,525円
写真の窓はオプションです

●解体　●搬入組立　●設置　●給排水管交換　●換気扇ダクト交換　●窓枠・ドア枠（アルミ枠）取付　
●既存追炊き配管接続　●廃材処分

ユニットバス プラス

61%OFF
【スミピカフロア】
床のスミに目地がないの
で、汚れがおとしやすい。

目安施工費31万円
工期：約5日間 お風呂に入れない期間

は最短で３日間　（ )
●解体　●搬入組立　●設置　●給排水管交換　●換気扇ダクト交換　●窓枠・ドア枠（アルミ枠）取付　
●既存追炊き配管接続　●廃材処分

目安施工費31万円
工期：約5日間 お風呂に入れない期間

は最短で３日間　（ )ユニットバス


