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●掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。※表示価格は全て税抜きとなっております。※リフォームの消費税は、リフォーム工事が完了して、
お客様にお引渡しする時点の税率が適用されます。予めご了承下さい。※掲載の商品写真はイメージです。写真には価格に含まれないものも含まれている場合があります。

【サービス提供会社】 すまいサポート提携会社／リビングポイント（株）・フロンティアコンストラクション&パートナーズ（株）

掲載商品のご注意事項

※本パンフレット掲載品は予告なく変更・終了させていただく場合がございます。※記載の価格は2019年8月３１日現在のものとなります。
6. 表示価格は全て税抜きとなっております。3. お部屋により状況が異なりますので、場合によっては現地調査後に正式なお見積りをご提出いたします。



設備機器交換 キッチン キッチン水栓

エコハンドルで従来品との比較約32%の省エネ

エコシングル水栓

36,400円（税抜）～

● SF-HB442SYXA
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

キッチン水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 37,000円（税抜）

浄水器一体型のエコ水栓

浄水器一体型
エコシングル水栓

46,400円（税抜）～

● TKS05308J
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

キッチン水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 52,800円（税抜）

ハンドシャワー付のエコ水栓

エコシングル水栓

33,200円（税抜）～

● TKS05301J
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

キッチン水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 32,600円（税抜）

浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水器一体型
エコシングル水栓

49,700円（税抜）～

● JF-AJ461SYX(JW)
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

キッチン水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 58,000円（税抜）



02設備機器交換 キッチン ガスコンロ

130,000円（税抜）～

カラーで選べるガスコンロ

Mytone（マイトーン）

● RS31W27U12DGVW
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

ガスコンロ 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 164,000円（税抜）

220,000円（税抜）～

オート調理機能が付いた高級シリーズ

DELICIA（デリシア）

● RHS32W22E3R2D-STW
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

ガスコンロ 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 301,000円（税抜）

163,000円（税抜）～

機能的かつシンプル＆スマート

LiSSe（リッセ）

● RHS31W23L7RSTW
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

ガスコンロ 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 215,000円（税抜）

165,000円（税抜）～

ピアット

お手入れのしやすさに、こだわったシリーズ

ガスコンロ 作業期間 約1日

● N3WR8PWASPSTES
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

メーカー本体希望小売価格 218,000円（税抜）

206,000円（税抜）～

プログレ

マルチグリルでスモークカット

ガスコンロ 作業期間 約1日

● N3S11PWASKSTEC
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

メーカー本体希望小売価格 309,000円（税抜）

118,000円（税抜）～

ファミ

便利で簡単に操作できるコンロ

ガスコンロ 作業期間 約1日

● N3WQ6RWTS6SI
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

メーカー本体希望小売価格 146,000円（税抜）

ガスコンロ

92,000円（税抜）～

repla

調理機能が充実、使いやすいコンロ

作業期間 約1日

● PD-509WS-60CV
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

メーカー本体希望小売価格 135,000円（税抜）

ガスコンロ

134,000円（税抜）～

ブリリオ

高級感あふれる「ジュエルシルバー」を採用

作業期間 約1日

● PD-721WS-60CV
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

メーカー本体希望小売価格 153,000円（税抜）

ガスコンロ

162,000円（税抜）～

フェイシス

デザイン性と機能性を兼ね備えたコンロ

作業期間 約1日

● PD-821WS-60CD
［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、ガス接続、廃材処分

メーカー本体希望小売価格 213,000円（税抜）



03設備機器交換 キッチン IHコンロ

G32シリーズ

125,000円（税抜）～

水なし両面焼きグリルを新搭載

● KZ-G32AST
［標準工事内容］（IHコンロからの交換）既存解体撤去、新規取
付、廃材処分（ガスコンロからの交換）別途費用がかかる場合
があります。また、設置できない場合もあります。

I Hコンロ 作業期間 約1日

オープン価格

部分機器交換 キッチン 食洗機

XSシリーズ

200,000円（税抜）～

スタイリッシュにデザインを一新

● KZ-XSF36S
［標準工事内容］（IHコンロからの交換）既存解体撤去、新規取
付、廃材処分（ガスコンロからの交換）別途費用がかかる場合
があります。また、設置できない場合もあります。

I Hコンロ 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 300,000円（税抜）

Xシリーズ

240,000円（税抜）～

おいしく作ってエコになるエコナビ搭載

● KZ-XP36S
［標準工事内容］（IHコンロからの交換）既存解体撤去、新規取
付、廃材処分（ガスコンロからの交換）別途費用がかかる場合
があります。また、設置できない場合もあります。

I Hコンロ 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 340,000円（税抜）

スライドオープンタイプ

［標準工事内容］既存解体撤去、交換取付、給水・給湯・排水管
接続、電気配線接続、廃材処分※新規設置の場合は別途費用
がかかります。※ドアパネル別途手配。

R7シリーズ

160,000円（税抜）～

高い基本性能と、優れたコストパフォーマンスの商品

● NP-45RD7S 

食洗機 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格175,000円（税抜）

［標準工事内容］既存解体撤去、交換取付、給水・給湯・排水管
接続、電気配線接続、廃材処分※新規設置の場合は別途費用
がかかります。※ドアパネル別途手配。

K8シリーズ

250,000円（税抜）～

2ドアノックでフルオープン

● NP-45KD8A

食洗機 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格269,000円（税抜）

［標準工事内容］既存解体撤去、交換取付、給水・給湯・排水管
接続、電気配線接続、廃材処分※新規設置の場合は別途費用
がかかります。※ドアパネル別途手配。

185,000円（税抜）～

先進機能を搭載、重曹洗浄も可能

● RSW-404LP

食洗機 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格173,000円（税抜）



04設備機器交換 キッチン レンジフード

スリム型ノンフィルター
75cm

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、換気扇ダクト接続、
電気配線接続、廃材処分（養生費別途）

111,000円（税抜）～

お手入れの手間が省けるノンフィルターとフラットな整流板

● NFG7S13MSI ● シルバー・スライド前幕板同梱

レンジフード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 110,000円（税抜）

スリム型ノンフィルター
75cm

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、換気扇ダクト接続、
電気配線接続、廃材処分（養生費別途）

194,000円（税抜）～

デザインも使いやすさも洗練されたノンフィルタタイプ

● XGR-REC-AP753SV ● 前幕板付属

レンジフード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 173,000円（税抜）

ブーツ型

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、換気扇ダクト接続、
電気配線接続、廃材処分（養生費別途）

117,000円（税抜）～

使い捨てエコシアフィルタ採用。お掃除の手間なくキレイ

● BDE-3HL-AP751BK 

レンジフード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 79,500円（税抜）

エコナビ搭載
フラット形レンジフード

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、換気扇ダクト接続、
電気配線接続、廃材処分（養生費別途）

182,000円（税抜）～

ファンフィルターを3ステップで簡単お掃除

● FY-75DED2-S ● スライド前幕板FY-MH7SL-S含む

レンジフード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 216,000円（税抜）

※写真はBDE-3HL-AP601/6017BKです



05設備機器交換 キッチン ディスポーザ・排水トラップ

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）※自動給水タイプ
は別価格となります。

手動給水タイプ(自動兼用)

100,000円（税抜）～

● KD133V1

ディスポーザ

作業期間 約1日

最新のキッチンのような浅型排水口に

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水接続、廃材処分
※キッチンの形状により設置できない場合があります

28,000円（税抜）～

排水トラップ 作業期間 約1日

キッチン用ステンレストラップ

メーカー本体希望小売価格 20,000円（税抜）

Before

After

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）※自動給水タイプ
は別価格となります。

手動給水タイプ(自動兼用)

100,000円（税抜）～

● minipo（ミニポ）（DPG型）

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）※自動給水タイプ
は別価格となります。

手動給水タイプ(自動兼用)

90,000円（税抜）～

● ランドミルDPR

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）※自動給水タイプ
は別価格となります。

シャワー給水式

120,000円（税抜）～

● GD-B182F

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）※自動給水タイプ
は別価格となります。

バキューム式

120,000円（税抜）～

● GD-B182A

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）※自動給水タイプ
は別価格となります。

手動給水タイプ

90,000円（税抜）～

● YS-8100 

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）

手動給水タイプ

90,000円（税抜）～

● DSP100H

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）

自動給水タイプ

100,000円（税抜）～

● YD200BWPAS

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）

手動給水タイプ

78,000円（税抜）～

● YD200BWPS

ディスポーザ

作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水
接続、廃材処分※交換工事のみの対応にな
ります。（新規設置不可）

自動給水タイプ

110,000円（税抜）～

●DSP250HD

ディスポーザ

作業期間 約1日



06設備機器交換 キッチン システムキッチン

1,236,000円（税抜）～

ザ・クラッソ

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

空間に溶け込む
美しいデザイン

システムキッチン
ハイグレード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 1,044,600円（税抜）● I 型 サイズ2250

772,000円（税抜）～

ミッテ

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

機能も価格も
シンプル

システムキッチン
スタンダード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 752,800円（税抜） ● I 型 サイズ2250

1,063,000円（税抜）～

アレスタ シエラ

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

Wサポートシンクで
料理を楽しむ

システムキッチン
ハイグレード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 1,166,500円（税抜）●         

782,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

簡単プランニングで
素敵なキッチン

システムキッチン
スタンダード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 771,500円（税抜） ● I 型 サイズ2250

1,419,000円（税抜）～

リフォムス　 ラクシーナ　

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

サイズもスタイルも
リフォームでぴったり

システムキッチン
ハイグレード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 1,260,200円（税抜）● I 型 サイズ2250

1,192,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

調理時間の短縮と
便利機能を充実

システムキッチン
スタンダード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 1,135,400円（税抜）● I 型 サイズ2250

1,365,000円（税抜）～

STEDIA

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

暮らしの中で輝く
キッチンへの情熱

システムキッチン
ハイグレード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 1,125,600円（税抜）● I 型 サイズ2250

795,000円（税抜）～

ラクエラ

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。キッチンパネル別途。

インテリアとの
コーディネート

システムキッチン
スタンダード

作業期間 約3日

メーカー本体希望小売価格 886,900円（税抜） ● I 型 サイズ2250
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節水しながら、快適な浴び心地

浴室水栓

66,600円（税抜）～

● TMNW40ECR
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

浴室水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 84,000円（税抜）

「節水」と「適度な刺激感」

浴室水栓

41,000円（税抜）～

● TBV03401J
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

浴室水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 43,800円（税抜）

3種類のシャワーが楽しめる

ジュエラ

80,000円（税抜）～

● BF-J14 7TSB
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

浴室水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 104,000円（税抜）

節水と大粒シャワーの心地よさ

クロマーレS

44,000円（税抜）～

●    
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により、設置できない場合もあります。

浴室水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 48,000円（税抜）
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1,580,000円（税抜）～

シンラ

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

落ち着きを感じる
上質な空間

ユニットバス
ハイグレード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 1,650,900 円（税抜）● サイズ1416 WK Dタイプ WKV1416JDX2AK

1,110,000円（税抜）～

WG

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

クリーン機能と
やさしいほっカラリ床

ユニットバス
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格  1,231,850 円（税抜）● サイズ1416 ひろがるWGシリーズ WGV1416JTX3AK

1,710,000円（税抜）～

スパージュ リノビオV

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。
オプション機器込みの価格になります。

湯を、愉しむ
時を、味わう

ユニットバス
ハイグレード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 1,452,060円 （オプション込み241,920円）（税抜）● サイズ1416 BAMW-1416LBCX-A+HRL8

970,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

“心地いい”という
瞬間のために

ユニットバス
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 1,228,300円（税抜）● サイズ1416 BKW-141   6LBS-A+HRL8

1,250,000円（税抜）～

リフォムス

マンションリフォーム
バスルーム MR

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

リフォームに最適な
バスルーム

ユニットバス
ハイグレード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 1,150,500円（税抜）● サイズ1317 BRK6801 BR

オフローラ

880,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

美しいひとは、
バスルームから

ユニットバス
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 942,500円（税抜）● サイズ1316 BGF6302 BL

¥990,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

リフォームを
もっと気軽に

ユニットバス
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 1,139,000 円（税抜）● サイズ1416 AR

¥800,000円（税抜）～

Yupatio MS

［標準工事内容］既存解体撤去、新規組立取付、給水・給湯・排水管接続、換気扇ダクト接続、電気配線接
続、周辺壁復旧、入口枠取付、クロス一貼替、廃材処分（養生費別途）※サイズにより価格は異なります。

魅力的な
ウォールデザイン

ユニットバス
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 884,000円（税抜）● MYA-CF1418
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作業期間 約1日

［標準工事内容］既存撤去、新規設置、給水・給湯管接続、ガス配管接続、リモコン交換、電気配線接続、廃材処分、（養生費別途）※掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し最適な商品をご提案させていただきます。

［標準工事内容］既存撤去、新規設置、給水・給湯管接続、ガス配管接続、リモコン交換、電気配線接続、廃材処分、（養生費別途）※掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し最適な商品をご提案させていただきます。

20号追いだき付

給湯器

157,000円（税抜）～

● GT-2060SAWX-1 BL ● リモコン：RC-J101マルチセット
メーカー本体希望小売価格 284,000円（税抜）（リモコン込み価格）

給湯器人気ランキング 1位シリーズ

20号エコジョーズ追いだき付

給湯器

191,000円（税抜）～

● GT-C2062SAWX BL ● リモコン：RC-G001Eマルチセット

作業期間 約1日

電気温水器
「エコキュート」の
交換も承ります!!

メーカー本体希望小売価格 319,000円（税抜）（リモコン込み価格）

作業期間 約1日

20号追いだき付

給湯器

152,000円（税抜）～

● RUF-A2005SAW(B)
メーカー本体希望小売価格 284,000 円（税抜）（リモコン込み価格）

給湯器人気ランキング 1位シリーズ

20号エコジョーズ追いだき付

給湯器

206,000円（税抜）～

● RUF-E2005SAW(A)

作業期間 約1日

電気温水器
「エコキュート」の
交換も承ります!!

メーカー本体希望小売価格 314,000 円（税抜）（リモコン込み価格）

床暖房も対応

床暖房対応24号

給湯器

278,000円（税抜）～

● GTH-2444AWX3H-1 BL ● リモコン：RC-J112マルチセット

作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 409,000円（税抜）（リモコン込み価格）

床暖房も対応

床暖房対応24号

給湯器

279,000円（税抜）～

● RUFH-A2400AW2-3 ● リモコン：MBC-120V

作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 402,600 円（税抜）（リモコン込み価格）
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ネオレスト

タンク付き組み合わせ

GG-800 ピュアレストQR

185,000円（税抜）～

● CS230BM+SH233BA+TCF2222E

トイレ スタンダード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 190,700円（税抜）

330,000円（税抜）～

洗浄水量は15年前の約1/3で大きな節約効果

● ネオレストDH1

トイレ ハイグレード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 306,000円（税抜）

243,000円（税抜）～

汚れに強く、お手入れが簡単な便器 タンク付便器でもお掃除しやすいデザイン

● GG1-800

トイレ ハイグレード 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 256,200円（税抜）

191,000円（税抜）～

いつでもキレイ、快適性を高める機能も充実

トイレ スタンダード 作業期間 約1日

● BC-ZA10PM+DT-ZA180PM+CW-KA21
メーカー本体希望小売価格 177,600円（税抜）

461,000円（税抜）～

サティス アメージュZA

洗練されたデザイン、先進の機能

トイレ ハイグレード 作業期間 約1日

● YHYM-S725-82KHL14/WAW
メーカー本体希望小売価格 478,200円（税抜）

212,000円（税抜）～

少ない水でも、キレイにできる

トイレ スタンダード 作業期間 約1日

● アウラーノＶ手洗いなし専用トワレS4
メーカー本体希望小売価格 180,000円（税抜）

アラウーノV

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。※配
管状況により設置できない場合があります。

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。※配
管状況により設置できない場合があります。

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。※配
管状況により設置できない場合があります。

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。※配
管状況により設置できない場合があります。

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。※配
管状況により設置できない場合があります。

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。※配
管状況により設置できない場合があります。

102,000円（税抜）～

強力脱臭のハイスペックモデル

温水便座 作業期間 約1日

● CW-EA21（  ）
メーカー本体希望小売価格 109,000円（税抜）

102,000円（税抜）～

タンク付き組み合わせ

「きれい除菌水」でトイレのきれいが長持ち

温水便座 作業期間 約1日

● TCF4713（アプリコットF1）
メーカー本体希望小売価格 109,000円（税抜）

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。

［標準工事内容］既存撤去、新規取付、給水・排水管接続、廃材
処分、養生費 ※内装工事（壁・床）は別途見積となります。
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設備機器交換 洗面室 洗濯機水栓

お湯の使用量を年平均で約30%カット

エコシングル水栓 

35,000円（税抜）～

● TLHG31AEFR
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により設置できない場合があります。

洗面水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 34,600円（税抜）

節ガス、節湯でかしこく省エネ

エコハンドル

54,000円（税抜）～

● LF-E345SYC
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により設置できない場合があります。

洗面水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 64,000円（税抜）

ホースが外れても自動的に止水 

緊急止水

15,900円（税抜）～

● TW11R
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により設置できない場合があります。

洗濯機水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 7,900円（税抜）

ホースが外れても自動的に止水 

 緊急止水(混合水栓）

36,700円（税抜）～

● TW21R
［標準工事内容］既存水栓撤去、新規水栓取付、給水接続、
廃材処分※設置状況により設置できない場合があります。

洗濯機水栓 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 29,200円（税抜）
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424,000円（税抜）～

オクターブ
900

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。

高い収納力と
新機能

洗面台
ハイグレード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 471,400 円（税抜）● LDSFA090BDGAN1W＋LMFA090A3SHC1G

¥240,000円（税抜）～

サクア　
750

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。

収納機能と
エコ性能

洗面台
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 232,700 円（税抜）● LDSWB075BJGEN1A＋LMWB075A3GLC2G

310,000円（税抜）～

L.C.
900

オフト　
750

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。※オプション含む。

お湯待ちの時間も
水も節約

洗面台
ハイグレード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 311,000円（税抜）● LCY1H-905SY-A/LM2H

177,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。

正面のハンドル位置で
省エネ設計

洗面台
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 187,500円（税抜）● FTV1H-755SY-W/VP1W

293,000円（税抜）～

ウツクシーズ
900

シーライン
750

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。

キレイをつくる
洗面ドレッシング

洗面台
ハイグレード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 236,500 円（税抜）●GQD90Y3SSMK+XGQD90UKNXWKA

223,000円（税抜）～

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。

スタイリッシュな
大人のコーディネイト

洗面台
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 246,000 円（税抜）● XGQC75C3SBLM+XGQC75C5HMEHW

126,000円（税抜）～

シャンピーヌ
750

［標準工事内容］既存解体撤去、新規取付、給水・給湯、排水接続、ガス接続、換気扇ダクト接続、電
気配線接続、廃材処分、養生費※サイズにより価格は異なります。

大容量ながら
スタイリッシュ

洗面台
スタンダード

作業期間 約4日

メーカー本体希望小売価格 119,800円（税抜）● LSAM-7VS   LSAB-70AWN1B



13

壁と天井の壁紙（クロス）の貼替え
全室のクロス貼替えはもちろん、手軽に気分転換したい
ときなど壁一面のクロス貼替えだけでも、
違った雰囲気が楽しめます。

一例　LDK15帖

参考価格：165,000円（税抜）～

壁・床・天井・扉など、パーツのリフォームや、間仕切り撤去など各種内装リフォームのご紹介。
壁紙やフローリングを変えるだけで新築時のようにお部屋が明るくなります。

掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

 ワンポイントリフォーム 内装

● 中国産 梅炭シート付  
● 標準サイズ/幅90㎝X丈180㎝以内(厚み20㎜以上)　　

［標準工事内容］天井・壁クロス貼り替え、廃材処分（養生費別途）
※クロスの種類によって金額は異なります。

床フローリングの貼替え
（巾木交換含む）
防音効果、汚れがつきにくいなど、
ライフスタイルに応じてご提案いたします。

一例　LDK12帖

参考価格：445,000円（税抜）～
既存撤去、新規貼替工事、廃材処分（養生費別途）※クロスの種類によって金
額は異なります。※床暖房が設置されている場合は別途費用がかかります。

搬入・搬出費、畳表替え※標準サイズを超える場合は別途料金が発生致します。

畳・襖交換　畳表替え 畳．襖交換で気分もすっきり。定期的な交換が必要です。

畳　6畳表替え

参考価格：22,200円（税抜）～

● 1畳当たり価格　梅炭シート付　　
● 標準サイズ/幅90㎝X丈180㎝以内(厚み20㎜以上)　
搬入・搬出費、畳交換※標準サイズを超える場合･古畳を処分される場合は
別途料金が発生致します。

畳　新床（1畳交換）　

参考価格：15,500円（税抜）～

● 押入用(新鳥の子紙)　1枚当たり価格
● 標準サイズ/幅90㎝X丈200㎝以内
搬入・搬出費、襖張替え※標準サイズを超える場合は別途料金が発生致します。

襖　襖張替（１枚）

参考価格：3,980円（税抜）～

● 押入用(新鳥の子紙)　1枚当たり価格　 
● 標準サイズ/幅90㎝X丈200㎝以内
搬入・搬出費、畳交換※標準サイズを超える場合･古畳を処分される場合は
別途料金が発生致します。

襖　襖交換

参考価格：16,980円（税抜）～

間仕切り撤去

家族で集まれる広いリビングがほしい。
そんなご要望にお応えするのが間仕切り撤去です。
ご要望や現状のお住まいに応じて調査・提案をいたします。

一例　LD-和室の間仕切り撤去

参考価格：500,000円（税抜）～
※価格には、材料費・解体処分費・標準工事費・簡易清掃費・諸経
費が含まれています。仮説工事費（養生など）は含まれません。

フローリングからフローリング（L-45等級）に貼替えた場合



窓回り

125,000円（税抜）～

［標準工事内容］内窓設置、廃材処分、断熱、防音、結露対策  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

窓回り 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 150,700 円（税抜）
● LOW-Eペア（高断熱）モデル
    掃き出しサイズ（1650×2000）　2枚引き違い
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掲載商品は一例です。設置状況やご要望を確認し、最適な商品をご提案させていただきます。

 ワンポイントリフォーム

プラマードU 1650×2000　

97,000円（税抜）～
メーカー本体希望小売価格 95,400 円（税抜）
● LOW-Eペア（５㎜単板モデル）モデル
    掃き出しサイズ（1650×2000）　2枚引き違い

プラマードU 1650×2000　

75,000円（税抜）～

［標準工事内容］内窓設置、廃材処分、断熱、防音、結露対策  ※既存の窓サイズにより価格は異なります。サッシの状況により設置できない場合もあります。

窓回り 作業期間 約1日

メーカー本体希望小売価格 62,400 円（税抜）
● LOW-Eペア（高断熱）モデル
    腰高サイズ（1650×800）　2枚引き違い

プラマードU 1650×800　

55,000円（税抜）～
メーカー本体希望小売価格 39,600円（税抜）
● LOW-Eペア（５㎜単板モデル）モデル
    腰高サイズ（1650×800）　2枚引き違い

プラマードU 1650×800　


