
※オプション品の追加や現場状況により、追加工事費が発生する場合がございます。
※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承下さい。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。( 許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)  平成 28 年 5月1日～8月31日

￥170,000~

￥92,000~

￥443,000

￥311,000

￥539,000

￥778,680

￥691,200

￥829,980

￥309,960~

￥181,548

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の低いものの場合 背の高いものの場合

［仕様内訳］

桜井ガス株式会社
●お問合せ先  
〒633-0053 奈良県桜井市大字谷８番地の 1
０７４４-４２-２９９１ 

ご予算に応じて
お見積り致します。
お気軽にお問合せください。

●チラシ有効期間
   

●ワークトップ：人造大理石
●シンク：ラクリーンシンク（コートなし）
●らくパッと収納（シンク下・コンロ下）
●ロングスライド（トレー付）
●水栓：ハンズフリー水栓Ｂ８タイプ
●ステンレス底板
●レンジフード：ＳＥＲタイプ

プラン

キッチン
おすすめ

Ｉ型Ｗ2550にて

3つのおすすめプランをご紹介します。

間口75cmにて
おすすめプランをご紹介します。

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです

［仕様内訳］
●ワークトップ：人造大理石
●シンク：ラクリーンシンク（コートなし）
●アシストポケットシェルフ付
（シンク下）

●アシストポケットシェルフなし
（コンロ下）

●ロングスライド引出
●水栓：オールインワン浄水栓ＤＳタイプ
●レンジフード：ＡＳＲタイプ

［仕様内訳］
●ワークトップ：ステンレス
 （スムースドットエンボス）

●シンク：ラクリーンシンク（コートなし）
●アシストポケットシェルフ付
（シンク下）

●水栓：ハンドシャワー水栓クロマーレ
●レンジフード：ＮＢＨシロッコタイプ

レンジフード

ハンドシャワー水栓クロマーレ
シンプルな操作で吐水・止

水が可能なシングルレバ

ー水栓。

ハンドシャワー水栓クロマーレ

オールインワン浄水栓

オールインワン浄水栓・DSタイプ

SERエコタイプ

ワンタッチ着脱ファン

ファンはつま
みを押すだけ
で簡単に取り
外せます。

レンジフード

ASRタイプ

メーカー希望
小売価格 

※工事代別途見積
（税込）

※工事代別途見積
（税込）

レンジフード

                        （税込）

メーカー希望
小売価格 

※工事代別途見積
（税込）                        （税込）※工事代別途見積

（税込）

上記仕様内容で
メーカー希望小売価格                           （税込）

上記仕様内容で
メーカー希望小売価格                           （税込）

上記仕様内容で
メーカー希望小売価格                           （税込）

※工事代別途見積
（税込）

オプションオプション即湯水栓
すぐにお湯が出て、

ヒヤッとしない 

洗面容量は１６Ｌの大容量です。

※イメージです。

※イメージです。周辺キャビネットは含みません。

３面鏡
トレイアレンジ

洗面器

スクエアなアウトラインにやわらかなカーブを組み合わせる

ことで、実際のサイズよりもワンサイズ上のボウル広さを実現。

５㎝刻みで高さを自由に

アレンジ。入れるものの

高さにピッタリ合わせら

れます。

キレイアップ水栓

キレイアップカウンター

上から水が出るキレイアップ水栓。

水栓まわりに水がたまらないので

お掃除簡単です。

指先だけで軽々開きます。

テコの原理が軽さの秘密

です。

カートリッジ
内蔵

バックガードがミラー下

まであるキレイアップカ

ウンターはつなぎ目がな

いので、飛び散った水滴

をサッと拭き取れます。

ＬＥＤライン照明
間口いっぱいに伸びたＬＥＤ

ライン照明は、横方向だけで

はなく広範囲に発光し、洗面

室を明るくします。

更に、手をかざすだけで水が自動で出る

から、水栓はいつもキレイです。使わない

時は自動で水がストップするので、水の

出しっぱなしを防止できます。

洗面おすすめプラン
手を使わずに水が出て、

シンク作業がスイスイ

はかどる水栓です。

ハンズフリー水栓らくパッと収納＆ロングスライド引出し
奥行きを伸ばして収納量アップ。扉が斜めに傾いて、

らくにパッと取り出せる。

アシストポケット＆アシストシェルフ

アシストポケット＆アシストシェルフ

ロングスライド引出し

高さもムダなく活用する立体収納で、収納力が大幅アップ。

すっきりと、たっぷりと、

使いやすさと収納力が

自慢です。

スタイリッシュなフォルムに、

多彩な機能を搭載。

奥行きをのばして

収納量がアップ

NBH
シロッコ
ファンタイプ

ポケットのパーツは
外して丸洗い。

リフォームキャンペーンリフォームキャンペーン

PRPSC0-160322-104a

ロングスライド引出し

標準タイプの引出し



※オプション品の追加や現場状況により、追加工事費が発生する場合がございます。
※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承下さい。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。( 許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

￥173,000~

￥126,000~

￥506,000 ￥266,760~

￥234,000~￥339,660~

￥230,580~

￥920,160

￥676,000~￥1,159,380~

 平成 28 年 5月1日～8月31日

メーカー希望小売価格                           （税込）

桜井ガス株式会社
●お問合せ先  
〒633-0053 奈良県桜井市大字谷８番地の 1
０７４４-４２-２９９１ 

ご予算に応じて
お見積り致します。
お気軽にお問合せください。

●チラシ有効期間
   

プラン
おすすめ リノビオＶ

「あ、ひろい」の驚きをリフォームで。

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです

ＰＺ1620

ＣＺ1620

メーカー希望
小売価格 

※工事代別途見積
（税込）

※工事代別途見積
（税込）

メーカー希望小売価格                                （税込）
※工事代別途見積
（税込）

                        （税込）

メーカー希望
小売価格 

※工事代別途見積
（税込）                        （税込）

メーカー希望
小売価格 

※工事代別途見積
（税込）                        （税込）

付着汚れがつるんと落ち、水

アカも固着しないので、簡単

お掃除で新品のようなツルツ

ルが１００年続きます。

アクアセラミック

すき間汚れが奥まで楽に

拭き取れます。

つぎ目がなく、新素材により便座

裏の汚れもサッとひと拭き。

お掃除リフトアップ

※イメージです。

※イメージです。

※イメージです。

マンションリフォーム用 
アメージュZシャワートイレ（リトイレ）

こだわり商品のご案内こだわり商品のご案内
全身浴でも、半身浴でも心から

リラックスできる、新感覚の肩湯。

Aqua Tower  打たせ湯

スパリゾート施設で体験した

心地よい「打たせ湯」の感触を再現。

洗練されたデザイン、
先進の機能を搭載した新SATIS

どんなトイレにも
調和する２タイプ
ご用意しました。

コンパクトだから
ゆとりある空間に。
すっきり明るくなります。

タンクのお手入れは
必要ないから、
お掃除がカンタンに。

従来陶器 アクアセラミック

キレイ便座

タンク、
給水管や
コードも
キャビネットに
隠して
空間すっきり。

管立管立Before After

限られた広さのバスルームでも充分にくつろげるよう、

アームレストの採用や広さを

感じさせる形状にしています。

1200ロング浴槽

キレイサーモフロア
冷たさを感じにくく、

汚れがとれやすい。

キレイ浴槽（クレリアパール）
パールのようにつややかで、汚れ

もつきにくい人造大理石浴槽。

サーモバスＳ
お湯が冷めにくい、浴槽保温材と

保温組フタの“ダブル保温”構造。

小さくても大きい。

コンパクトでもゆとり

のある入浴に

こだわった浴槽。

①見た目もすっきり。

②お掃除らくらく。

③使いやすい。

リノビオは限られた空間を最大限に
使うために"広く感じる"工夫が満載。

”広く使う、広く感じる”ポイント

リフォレは、
ここがすっきり。

Aqua Feel　肩湯

たっぷりと全身で、湯を浴びる。

リラックスしたシャワータイムを。

Aqua Tower
オーバーヘッドシャワー

お風呂を愉しむために、「お湯」を極め、空間を磨きました。

※サティスSタイプの場合

650mm※

1216サイズ

リフォームキャンペーンリフォームキャンペーン

PRPSC0-160322-104b


