キッチンおすすめプラン

Ｉ型Ｗ2550 にて

桜井ガスの水まわり

２つのおすすめプランをご紹介します。
らくパッと収 納

セラミックトップ

普段使いの道具がらくに、パッと取り出せる引出
し収納です。

熱にもキズにも汚れにも、強い。だから、調理に
専念できます。

テコの 原 理 を 応 用し
て、軽い力でラクに開
けられます。

焼き物ならではの繊細
で味わい深い表情が、
キッチンを個性的に彩
ります。

ハイブリッドクォーツシンク

レンジフード SK R タイプ

普段使いの道具がらくに、パッと取り出せる引出
し収納です。

業 界トップレベル の 、 運 転 音の 静かなレンジ
フードです 。

セラミックトップにマッ
チする美しさとお手入れ
のしやすさを実現した新
しいシンクです。

フードと整流パネルは外
側も内側も凹凸をなくし
お手入れしやすく。

リフォーム
キャンペーン
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。
※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。)

桜井ガス株式会社
＊写真はイメージです

●お問合せ先

［仕様内訳］
●水栓：ハンドシャワー水栓 / クロマーレ・エコハンドル
●ワークトップ：セラミック
●シンク：ハイブリッドクォーツシンク ●レンジフード：SKR タイプ
●加熱機器：3 口ガスコンロ
●らくパッと収納

上記仕様内容で メーカー希望小売価格

￥1,509,840 （税込）

￥1,250,000

〒633-0053 奈良県桜井市大字谷８番地の 1
※標準工事費込み

（税込）

スライドストッカー

オールインワン浄水 栓

奥行きいっぱいまで引き出せて、
使い勝手に合わせた収納が可能。

スタイリッシュなフォルムに、
多彩な機能を搭載しました。

TEL：0744-42-2991
ショールームのご案内

LIXIL 奈良ショールーム
〒639-1115
奈良県大和郡山市
横田町 701 番地 1

【営業時間】
午前 10 時〜午後 5 時
【休館日】
毎週水曜日
（祝日の場合は営業）
・夏期・年末年始

オールインワン浄水栓ＤＮタイプ・エコハンドル

エコハンドル
引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステ
ンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも
“スッ”と取り出せます。

足元までしっかり収納

カートリッジ内蔵
水栓本体にスリムに内蔵。セラミッ
クフィルターを含む構造でおいしい
水をつくります。

カチッ 水
お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

上記仕様内容で メーカー希望小売価格

￥1,189,620

（税込）

￥780,000

（ナビダイヤル）

Present

混合

このチラシをご持参の上ご来場の方に

［仕様内訳］
●水栓：オールインワン浄水栓・DN タイプ・エコハンドル
●ワークトップ：人造大理石
●シンク：キレイシンク（コートなし） ●レンジフード：ASR タイプ
●加熱機器：3 口ガスコンロ
●スライドストッカープラン
●ソフトモーションレール

TEL：0570-783-195

湯

足元の収納スペースもしっかり
確保。ケコミ部分にもたっぷり
収納できます。

＊写真はイメージです

よく使う正面のハンドル位置で｢水
｣を出す省エネ設計。

※標準工事費込み

（税込）

素 敵 な 記 念 品 をご用意しております！
PRPSC0-180322-093a

桜井ガス株式会社

ユニットバスおすすめプラン

アライズ・リノビオ

一体 型 リトイレ

トイレおすすめプラン おすすめプランをご紹介します。

２つのおすすめプランをご紹介します。
1616 サイズ

戸建用

100 年クリーン アクアセラミック

1317 サイズ

マンション用

落ちにくい汚物汚れも、
水を流すだけでツルンっと落ちます。
リング状の黒ずみや便器のくすみの原因となる
水アカがこびりつかないから、いつも清潔、お
掃除した後の輝きが違います。

アメージュ ZA シャワートイレリトイレ
（ZA2 グレード）

従来陶器

アクアセラミック

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

汚物に対する汚れを防ぐ
※イメージです。

キレイ便座

水アカがこびりつかない

※定期的にお掃除しない場合、汚れが付着することがあります。

フルオート便器洗浄
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。

＊写真はイメージです

メーカー希望小売価格

＊写真はイメージです

手軽にリラックスでき 、 いつもキレイ 。
もっと 、 お風呂が好きになるバ スル ーム 。

お 掃 除ラクラク 。
だから 、 もっとお風呂が好きになる 。

フルフォールシャワー

フルフォールシャワー

まる洗 い カウンター

ハンドシャワーで手軽に
オーバーヘッドシャワーの
心地よさを味わえます。

レイン O 2 シャワー
（ユーフォリア）

レイン O 2 シャワー
（ユーフォリア）

空気を含んだ大粒のやわ
らかいシャワーが降りそ
そぎます。

空気を含んだ大粒のやわ
らかいシャワーが降りそ
そぎます。

＊写真はイメージです

￥178,000

（税込）

※標準工事費込み

くるりん ポイ排水口

フルフォールシャワーが
もっと手軽に楽しめます。

カウンターがまるごと外せるから、
洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗
えます。

￥242,676 （税込）

便座から立ち上が
ると自動で洗浄す
るので流し忘れの
心配もありません。

う ず の チ カ ラ で、
排水口を手間なく
キレイに。

洗面おすすめプラン

間口 75c m にて

おすすめプランをご紹介します。

くるりんポイ排水口のうず発生イメージ
浴槽からの排水

洗面器

ヘアキャッチャー
排水トラップ

排水
うず流
※イメージ

フルフォール
シャワーフック

くるりんポイ排水口 キレイサーモフロア サーモバスＳ
浴槽排水を利用した
強いうずが、汚れを流す。

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬場でも、
冷ヤッとしない。

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。

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。

※効果的なうず流を発生させるために
は、浴槽水位が 150 ㎜以上必要です。

キレイサーモフロア 浴槽（ルフレトーン） サーモバスＳ
冷たさを感じにくく、
汚れがとれやすい。

大理石のような上質な光沢とき お湯が冷めにくい、浴槽保温材と
らめきをまとう人造大理石浴槽。 保温組フタの“ダブル保温”構造。

３面鏡トレイアレンジ

引出しタイプ
3 面鏡（LED 照明）

上記仕様内容で
メーカー希望小売価格

￥933,768（税込）

￥888,000

（税込）

※標準工事費込み

上記仕様内容で
メーカー希望小売価格

￥1,018,224（税込）

￥990,000

（税込）

※標準工事費込み

５㎝刻みで高さを 背の低いものの場合 背の高いものの場合
自由にアレンジ。
入れるものの高さ
にピッタリ合わせ
５㎝
られます。
※イメージです。

メーカー希望小売価格

￥225,180 （税込）

トレイ３段

トレイ２段

￥152,000

（税込）

※標準工事費込み

PRPSC0-180322-093b

桜井ガス株式会社

