
今だからこそ、お得な情報満載！！
この機会にご検討されてみませんか？？

冬の生活に備えて豊かで快適に
エコなリフォームで節約へ！

省エネ・節水で節約⁉
節約できたお金でちょっとした
旅行も行けるかも！！



パナソニック アラウーノSⅡ

トリプル汚れガード機能で
我が家のトイレ快適！

お勧め商品（Panasonic）
パナソニック アラウーノS２
【商品一覧】
トイレ アラウーノSⅡホワイト
トイレ手洗カウンター
1,200×155×998
アラウーノ向けタオルリング
210×64
※照明器具、換気扇、窓は
含まれていません。

手洗いカウンター付き！

イメージ写真

¥298,000

水道代が
気になる・・・

お風呂が
寒くて・・・

お掃除が
大変・・・

【標準工事内容】
・浴室解体工事・土間打ち
・電気、給排水設備工事
・洗⾯間仕切り造作

・洗⾯所床クッションフロアー張替
・洗⾯所天井、壁クロス張替
・サイズ：浴室：１坪 洗⾯所：１坪
※まずは、現地調査させていただき
お⾒積りいたします。

標準施工費込でご提供！（浴室）
【標準工事内容】
・トイレ本体取替え、
・床クッシヨンフロア張替
（1.8㎜）
・天井・壁・クロス張替

・トイレサイズ：0.5坪で洋式トイレ
から取替える場合の工事とします。
※まずは現地調査させていただき
お⾒積りいたします。

標準施工費込でご提供！（トイレ）

■ミニバブルの泡が
汚れを強⼒に剥が
します。

２種類の泡でしっかり洗う「激落ちバブル」

■ターントラップ洗浄方式
により大幅な節水！
水道代年間
（約20年前と⽐較）

約13,200円節約

標準施工費込（税別）

お勧め商品（Panasonic）
パナソニック アラウーノV
【商品一覧】
トイレ アラウーノVホワイト
ペーパーホルダー166×107
タオルリング 210×64
※照明器具、換気扇、窓は 含まれていません。

少ない水でキレイに流す､3Dツイスター水流
パナソニック独自の

『ターントラップﾟ方式』&『水流コントロール設計』
しっかり流しても
従来よりも『1/3』に節水

¥208,000

イメージ写真

（税込321,840円）

（税込224,640円）

標準施工費込（税別）

標準施工費込（税別）
¥240,000

（税込259,200円）

¥145,000
（税込156,600円）

月々 9,300円（お支払い例） 36回
払い

●月々9,300円×35回+初回9,911円
●ﾎﾞｰﾅｽ加算 なし
●お支払い総額 335,411円
●実質年率 2.7％

¥298,000
標準施工費込（税別）

（税込321,840円）

便器取替えのみ!!
空間丸ごと（床・壁・天井）
と便器の新設!!

（お支払い例）月々 6,500円 36回
払い

●月々6,500円×35回+初回6,613円
●ﾎﾞｰﾅｽ加算 なし

●お支払い総額 234,113円
●実質年率 2.7％

便器取替えのみ!!
空間丸ごと（床・壁・天井）
と便器の新設!!



ちょっと自慢したくなる我が家のバス

⼊浴後もぬくもり＆お肌しっとりが⻑続き！

酸素美泡湯「あったかバブル」機能

入浴剤などを使わず、お湯
に酸素を含んだミクロの泡な
ので、家族みんなが安心して
お入りできます。

まるでリビングバス❢

エアインシャワー
標準装備で
節水！

イメージ写真

992,000円

標準施工費込（税別）

（税込1,071,360円）

854,000円

標準施工費込（税別）

（税込922,320円）

お風呂の常識
が変わる！

ｱｸｱﾏｰﾌﾞﾙ
人造大理石浴槽

大理石ならではの深みや奥
行き感のある柄を表現。

W水流シャワー
Wの水流で快適な浴び心地
と節水を実現。

スゴピカ水栓
水アカが残りにくい新素材
だからできた水栓。

ｽｺﾞﾋﾟｶｶｳﾝﾀｰ
汚れが付きにくいｶｳﾝﾀｰ。
収納ラック付きで、スッキリ。

酸素美泡湯
乳液のようなお風呂に『つ
かるだけ』のボディケア。

保温浴槽
浴槽も風呂フタも断熱材で
しっかり保温

ｱｸｱﾏｰﾌﾞﾙ
人造大理石浴槽

大理石ならではの深みや奥
行き感のある柄を表現。

保温浴槽
浴槽も風呂フタも断熱
材でしっかり保温

スミピカフロア
床のスミに目地がないから
スミまで、スッキリ。

ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製。

オートルーバー
暖房換気乾燥機

風向きを自動で調節しムラ
なく暖房。ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ付

ｽｸｴｱ壁付水栓
メタルハンドル

ｵｰﾊﾞﾙｶｳﾝﾀｰ
汚れが付きにくいｶｳﾝﾀｰ。
収納ラック付きで、スッキリ。

スミピカフロア
床のスミに目地がない
からスミまで、スッキリ。

ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製。

オートルーバー
暖房換気乾燥機

風向きを自動で調節しムラ
なく暖房。ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ付

ｴｽﾃｹｱｼｬﾜｰ
空気の泡を含んだｼｬﾜｰ
で肌の皮脂汚れまで
キレイに

ﾌﾗｯﾄﾗｲﾝ照明
バスルームでの過ごし
やすさを考えた「すっきり」

のあかりと

選び抜かれた快適空間をあなたに。

おそうじラクラク、使いやすい。すみずみまで工夫に満ちたお風呂です。

⼤理⽯をイメージした素材感。そのキレイが、⻑く続く。

厳選されたアイテムと、素材を引き⽴てる柄をラインナップ

●月々9,400円×71回+初回14,284円
●ﾎﾞｰﾅｽ加算 40,000円×12回
●お支払い総額 1,161,684円
●実質年率 2.7％

9,400円

72回
払い

月々

●分割払いもご相談ください！

（お支払い例）

8,800円

72回
払い

月々（お支払い例）

●月々8,800円×71回+初回15,278円
●ﾎﾞｰﾅｽ加算 30,000円×12回
●お支払い総額 1,000,078円
●実質年率 2.7％

●分割払いもご相談ください！

【標準工事内容】
・浴室解体工事・土間打ち
・電気、給排水設備工事
・洗⾯間仕切り造作

・洗⾯所床クッションフロアー張替
・洗⾯所天井、壁クロス張替
・サイズ：浴室：１坪 洗⾯所：１坪
※まずは現地調査させていただき
お⾒積りいたします。

標準施工費込でご提供！（浴室）

あったか浴室！



イメージ写真

ほっとくリーンフード

全自動おそうじファン付。 「ラクウォッシュ
プレート」のお手入れは1年に1回、食器洗
い乾燥機に入れるだけ。

鉄・ステンレス対応ＩＨ
２口ＩＨ＋ラジエント、両面焼グリル

フルオープン食器洗い乾燥機
スマートカゴで、セットのいらいらも軽減。
奥までフルに引き出せる浅型タイプ。

ステンレスＭタイプ

スキマレスシンク

耐震ロック
開き戸ウォールユニットには耐震
ロックを装備。安心感を高めます。

ファンのお掃除は10年に1回

全自動
お掃除ファン搭載！

パナソニックリビングステーションＶスタイル

￥990,000

ハイブリット140Ｌ

標準施工費込でご提供！
【標準工事内容】
・既存流し台撤去及び
設置工事

・水道工事
（給水・給湯・排水）
・電気工事
・キッチンパネル工事
・床ＣＦシート張替
・壁、天井クロス張替
※まずは現地調査させていただき
お⾒積りいたします。

お勧め商品
パナソニック Ｖスタイル
（2550幅）
【仕様一覧】
ステンレスカウンター
スライド収納
２口ＩＨ
＋ラジエントヒーター
食器洗い乾燥機
吊⼾棚耐震ロック付き
他

＜６畳の台所設定＞

イメージ写真

KZ-G32AST

おいしさを支える光火力センサー 微妙な火加減も自在にコントロール

￥92,000

￥193,000 ￥114,000

気になる水道代を削減！NP-45MC6T

標準施工費込（税別） 標準施工費込（税別）

ビルトイン食器洗い乾燥機 レンジフード

IHコンロ

FY60DED2-S

お湯をよく使う冬。
新生活と共に節水・節約！

キッチンまわりや給湯器のリフォーム
光熱費節約！ 節水！ 快適！

２口ＩＨ＋ラジエント

600×558×232mm

ＩＨ専用電気工事費別途

標準施工費込（税別）

食器点数

約６人分４４点

幅×奥行×高さmm

448×630×751～851

レンジフード幅

60cm

快適なキッチンまわり！！

標準施工費込（税別）

（税込208,440円） （税込123,120円）

（税込99,360円）

（税込1,069,200円）



給湯にかかる光熱費を⼤幅削減！
電気温水器

従来型ガス給湯器

オール電化をご希望の方は
「エコキュート」がお勧め！

最も光熱費が高いのは給湯器ってご存知ですか？

特に冬場はお湯の使⽤量が
断然多くなります。

給湯

42%

暖房

23%

冷房
9%

換気
8%

照明
18%

光熱費が上がる前に「⾼効率給湯器」に取替え！

エコキュート

⾼効率給湯器

約9万円

従来型の
ガス・電気

給湯器年間光熱費⽐較（円/年）

約2万円

年間約7万円
お得！

HE-J37HQS

標準施工費込（税別）

いつまで⾼い光熱費払い続けますか！？

（税込373,680円）
￥346,000



結露にお困りの方！必⾒！！
１ＤＡＹあったかリフォーム

家の中がぽかぽかに！

内窓をつければ断熱性が高
まり、冷たい外気の影響を
受けにくくなります。

結露も減ってすっきり！

内窓をつければ冬でも
窓が冷えにくくなり

結露の発生が抑えられ
ます。

防音性もすごい！
外からの音を15dB低減。
騒音が

半分以下に聞こえる防音
効果です。

￥15,000～／1坪当たり

●10年間の冷暖房費もこんなにお得！

施工前

施工後

断熱材がない・・・床下断熱工事

床下に潜り込んでの工事だからお家にいてもできます！

床が冷たい・・・

￥74,000

●掃き出し窓
幅 1,501〜2,000mm
高さ1,801〜2,200mm

●中連窓（腰窓）
幅 1,501〜2,000mm
高さ 801〜1,200mm

￥42,000

標準施工費込（税別）

標準施工費込（税別） ※現地調査し見積します

●引違窓（2枚建）●Ｌow-E複層ｶﾞﾗｽ

（税込45,360円） （税込79,920円）

（税込12,960円）



あったか 玄関ドア“とっ替え”キャンペーン！

スマートコントロール
キーで、生活が変わる！

⾞と同じようにリモコンで
ラクラク施解錠！

カバー工法だから、壁を壊さず古
いドアや不要な部分を取り除き、新しい
枠・ドアを取り付けるだけ！
だから工事簡単！

玄関ドアは新しくしたいけど、⼤掛かりな工事はご近所の迷惑に・・・。
ドアからドア（引き⼾）へ取替え

After

Before

引き⼾から引き⼾へ取替えもできます。

イメージ写真

台数限定 売り切れ御免!

商品基本セット価格546,000円（税別）
（税別）

‐ 2018年 ‐
玄関ドア“とっ替え”キャンペーン！

☆対象商品例
YKK-APかんたんドアリモ
S14Vデザイン、親子ドア、木目柄、断熱タイプ（D4)

スマートコントロールキーポケットkey
※通風子扉はオプション
他のサイズや引き⼾タイプもありますので、ご相談ください。

取替え
工事込

留守でも荷物の受け取りができて、再配達依頼不要！
宅配
受取

「宅配ボックス」コンボにお任せ！
外出中の受取・在宅中の受取OK!

CTNR4020RTB（ミドルタイプ）
標準価格：100,800円（税別）

・配達時間を気にせず、お出かけ
できる。

・電気工事不要、取付簡単。
・押印も可能。（シャチハタ）
※他コンパクト、スリムタイプあります。

6.3万円

今回特別価格

取付が必要の場合、別途お⾒積りいたします。

８台
限定‼

８台
限定‼



リフォームを検討中の方に
とっては･･････。

我が家の傷み具合が
気になる方にとっては･･･。

既存住宅の購入や売却を
ご検討の方にとっては･･･。

広島市中区本川町2丁目5－35
☎082－208－0005

リフォームをしたい 劣化が気になる 家を買いたい

事前に検査を受ける事で
リフォームの優先順位が
わかります。

自動車の『車検』と同様に
住宅の隠れた劣化箇所を早期
に確認する事ができます。

売主様・買主様ともに
現況がわかりやすくなり
安心して納得の取引に。

床下シロアリ生息調査床下シロアリ生息調査 床下木材面のカビ調査床下木材面のカビ調査 床下配管の漏水チェック床下配管の漏水チェック 基礎内部の鉄筋検査基礎内部の鉄筋検査

外 周 桝 の 検 査外 周 桝 の 検 査 基礎コンクリートの強度検査基礎コンクリートの強度検査

柱・筋交い確認のサーモグラフィ画像柱・筋交い確認のサーモグラフィ画像

小 屋 裏 の 検 査小 屋 裏 の 検 査

ポールカメラによる屋根検査ポールカメラによる屋根検査

床下から屋根までをトータルで検査します！

リフォームをする前に先ずは住まいの点検を！


