
にお任せください!!リフォームのことなら
|レンジフードを取り替えて快適キッチンを||レンジフードを取り替えて快適キッチンを|

|家事短縮・清潔・暖かい・快適な暮らしを||家事短縮・清潔・暖かい・快適な暮らしを|

レンジフード7

75㎝幅

標　準
取付費込

標準価格（税込）￥234,300

OGRシリーズ
OGR-REC-AP752R/LSV

￥194,000（税込）

ファンのお手入れいらず
高速回転ディスクが油の侵
入をブロックするので10年
間ファンのお掃除不要！ 

レンジフード8

75㎝幅

標　準
取付費込

標準価格（税込）￥190,300

クララタッチ
NFG7S23MSI

￥155,000（税込）

実演動画
はこちら！

詳しくは
はこちら！

レンジフード+スライド前幕板9

75㎝幅

標　準
取付費込

標準価格（税込）￥146,850

VRASシリーズ
VRAS-E752ADL/R +
VSZP-75(S)

￥156,000（税込）

内部ホーロー仕上げで
油汚れをサッとふくだけ!!

衣類乾燥機10

工事費
別　途

標準価格（税込）￥179,740

衣類乾燥機セット

￥130,000（税込）

実演動画
はこちら！

詳しくは
はこちら！

実演動画
はこちら！

レンジフードを取り替えると…清掃性UP! お掃除ラクラク!!レンジフードを取り替えると…清掃性UP! お掃除ラクラク!!

リフォームシステムバス施工の流れリフォームシステムバス施工の流れ

雨風・花粉の日もどんな時でも乾かします！
ガスのパワーでスピード乾燥

家計にやさしい
省エネレンジフード

乾太くん：RDT-54S-SV
専用台：DS-54HSF
排湿管セット：DPS-80A

乾燥容量
5㎏タイプ

プレミアム給湯器+リモコンセット11

標準価格（税込）￥490,380

プレミアム給湯器

￥208,000（税込）

エコジョーズで安心な暮らし

除菌したお湯で最後に
入浴する人も綺麗なお湯です！

暖房機能付給湯器＋浴室暖房乾燥機セット12

標準価格（税込）￥609,840

￥277,000（税込）

エコジョーズで安心な暮らし

暖房機能付給湯器

浴室暖房乾燥機

RVD-E2005AW2-1(A)
マルチリモコンセット：MBC-240VC

RBH-W414KP
配管セットB：BHOT-W002(B)

標　準
取付費込

給湯器：GT-C2062PAWX-2
リモコン：RC-G001E

見守り機能付マルチリモコンセット

20号フルオート エコジョーズ

プラズマクラスター搭載

浴室
2.0坪
対応

浴室暖房乾燥機浴室暖房乾燥機

リモコン
セット
リモコン
セット

暖房機能付給湯器暖房機能付給湯器標　準
取付費込

+

食洗機13

標準価格（税込）￥216,700

食器洗い乾燥機
深型スライドオープン
RSW-D401LP

￥140,000（税込）
工事費
別　途

大きな食器も調理器具も
一度に入る大容量！

レンタルファンヒーター14

ガスファンヒーター

灯油補充の手間無し！
必要な期間だけレンタル！
各種安心機能！
灯油臭くない！
瞬間で暖かくなる！

木造11畳 コンクリート15畳

￥3,800（
税
込
）

弊社のガス
　ご利用の方限定
1シーズンレンタル

▼
WEB大感謝祭期間中に
お申し込みで1,000円OFF！

ガスならではの温風で繊維1本
1本を立たせて乾燥させるか
ら、ふんわりやわらか。

電気式全自動洗濯乾燥機

約52分

約169分

乾燥時間の比較（5kg）

時短化

フライパン、
まな板、

大皿もスッポ
リ入ります。

実演動画
はこちら！

|システムキッチン・システムバス・トイレ・洗面台などお得な商品満載！||システムキッチン・システムバス・トイレ・洗面台などお得な商品満載！|
詳しくは
はこちら！

標準価格（税込）￥952,160

￥742,000（税込）

システムバス15

レラージュ
1616サイズ

お手入れ簡単なキープクリーンフロア
ポカポカ高断熱浴槽

Before

After

標準工期････････････ ３日～４日
･･･ 4日～6日在来浴室から

システムバスへ交換の場合

標準価格（税込）￥419,100

￥356,000（税込）

システムキッチン19

リフィット
キッチン間口255㎝
レンジフード90㎝
吊戸棚165㎝

間口75㎝

間口に合わせて1cm刻みで
対応できるピッタリサイズ。

標準価格（税込）￥877,250

￥568,000（税込）

システムキッチン18

ステディア
キッチン間口255㎝
レンジフード90㎝
吊戸棚165㎝

サビ、水・油汚れ、熱にも強い。
カビやニオイもつきにくい。
汚れも一拭き、美しさが長持ち。
長寿命で、とってもエコ。　

詳しくは
はこちら！

標準価格（税込）￥568,810

￥443,000（税込）

システムバス16

ミーナ
1616サイズ

すべりにくい床やサッと流すだけでキレイに
なる素材。使いやすい収納がうれしい！

工事費
別　途

詳しくは
はこちら！

標準価格（税込）￥182,050

￥83,800（税込）

洗面化粧台20

サクア
化粧台：LDSWB075BAGEN1A
化粧鏡：LMWB075A1GEG2G

工事費
別　途

詳しくは
はこちら！

標準価格（税込）￥232,320

￥118,000（税込）

トイレ+ウォシュレットセット17

ピュアレストQR+ウォシュレットS1A
便器・タンク:CS232B/SH232BA
ウォシュレット:TCF6543AK

使うたび除菌、汚れツルリン、
お掃除超ラクTOTOの
びっくリーン技術

工事費
別　途

工事費
別　途

工事費
別　途

工事費
別　途

実演動画
はこちら！

標準価格（税込）￥437,800

感謝祭
特別価格

ビークルトゥーホーム 電気自動車の電気をご家庭で使える!21

ＥＶパワーステーション
停電時も電気自動車から家庭に電力を供給

約３日分の電力をまかなえる停電時はEV/PHV
からの電力を使用

実演動画
はこちら！

標準価格（税込）
￥4,620,000

家庭用蓄電池 突然の停電でも安心!!家族の暮らしを守ります22

ハイブリッド
蓄電システム
ESS-H2L1

VCG-663CN3
スタンダードモデル

家まるごとバックアップ
太陽光発電の買取制度が終了する方にもオススメ！

業界最大クラス※ 1 の大容量＆高出力！

￥880（税込）
送料別

除菌消臭スプレー23

300㎖

一般家庭

２年
保証

￥49,500（
税
込
）

内装工事パック
床CF、壁天井クロス
（当社指定品）

+

システムバスのサイズは４桁の数字で表示されます

１６１６の場合 ➡ 幅1600㎜奥行１６１６の場合 ➡ 幅1600㎜奥行

ポイント！

臭いとウイルス対策に！

お気軽にお問合せ下さい
床貼り替え（畳→フリーリング）
手すり
段差解消
バリアフリー

屋根・外壁塗装工事
内装工事
外構工事

たっぷり蓄電容量12kWhで「いつも」の節電も「もしも」の停電
時にも頼れるハイブリッド蓄電システムです。定格出力5.9kW、
太陽光充放電5.9kW、自立運転出力5.9kVAと、電気を短時間
でたっぷり蓄えて、必要なときにはしっかり使うことができます。

万が一の停電時は、EVに蓄えた電気
を家庭で使うことができます。また太
陽光発電が活動している場合は、家庭
で消費した余剰電力をEV/PHVに充
電することができます。
※プレミアムモデルのみ対応

※平均的な家庭に於ける計算値であり、保証値ではありません。

詳しくは
はこちら！

詳しくは
はこちら！

ピュアクロール
次亜塩素酸
除菌スプレー

※1 住宅用定置型ハイブリッド蓄電システムにおいて。2020年1月現在、ニチコン調べ。※２ 充電可能容量50％以上を設置から15年保証。室内リモコンは５年保証、分電盤は１年保証です。

3.5mケーブル品

標準価格（税込）￥877,800VCG-666CN7
プレミアムモデル 5年

保証
7.5mケーブル品

※別途工事費が必要です。

脱衣場・浴室を快適空間に

入浴時の事故で亡くなられる方は年々増加しております。そ
の事故原因としては、脳梗塞や心筋梗塞での死亡がもっとも
多く、事故の大きな要因のひとつが「ヒートショック」にあ
ると言われています。

寒い季節の浴室を快適に。
あったか暖房で安心入浴が楽しめます。

換　  気暖　  房 涼　  風

乾　  燥 ヒートショック予防

年間約19,000人の方が、入浴中の事故にあわれています

９９．９％以上の除菌
性能のＵＶ除菌
ユニットを搭載

標準タイプの
容積に比べて

約1.5倍！※

家事も身支度もキレイに
楽しく。機能もデザインも
更に進化したサクア

EVパワー•ステーション®ならEVへの充電
だけでなく、EVから家庭への放電（給電）が
可能。さらに系統連系により、EVから放電
（給電）しながら、不足分は電力会社の電力
も使用することができるので、EVに蓄えた
電力をムダなく活用できます。

EVパワー・ステーション®だからできる、EVのフル活用

※ 1 停電が発生した場合、一旦停電します。その後、放電（給電）操作をしてください。
※ 2 EVの電池容量（残量）と家庭での電力消費量により、放電（給電）可能時間が変わります。

「もしも」の停電時も、電気を使えるから安心 ※1

停電時には、EVに蓄えた電気を家庭に放電
（給電）。スタンダードモデルなら安心の
3kVA出力、プレミアムモデルなら余裕の
6kVA出力で、200Vのエアコンも稼働でき
ます。EV の大容量蓄電池があれば、長時間
※2の放電（給電）も可能です。

AirPRO 史上、いちばんラク！
いつものお手入れをカンタンに。

感謝祭
特別価格

実演動画
はこちら！

20号フルオート エコジョーズ

7年
保証

7年
保証


