
ウレタン塗装 ８～10年

シリコン塗装 12～15年

フッ素　塗装 15～20年

換気扇からも

交換出来ます

新しいフードは
お掃除ラクラク!

＊各モデル60・75・90㎝幅対応。
お気軽にお問合せください。

お取替えの
おすすめ３機種
ショールーム

展示中

油汚れのお掃除
ホントに大変！

ガス温水床暖房

陽だまりのような暖かさとクリーンな空気で
寒い冬も、とても快適です。
弊社ショールームで,心地よさを
どうぞご体感ください・・。

温水パネル・フローリング・標準部材
専用熱源機RH-61W(A)・リモコン
ﾒｰｶｰ希望価格￥479,900

８畳床暖房工事 フローリング仕上の場合

450,000円工事費込

24号本体（壁掛型・オート）+マルチリモコン
RVD-E2405SAW2-1(A)+MBC-240V
ﾒー ｶー 希望価格￥421,000 168,000円

ガス給湯暖房熱源機
風呂給湯器に暖房機能を搭載！

浴室暖房乾燥機も床暖房も使えます。

ガス風呂給湯器
マイクロバスユニット内蔵型24号（壁掛型・オート）+専用リモコン

マイクロバブル入浴は包み込む泡で

湯上り後の体がポカポカ。微小な泡が皮膚にも優しい。

RUF-ME2406SAW+MBC-MB262VC
ﾒー ｶー 希望価格￥497,800 190,000円

ガスふろ給湯器20号（壁掛型・オート）+マルチリモコン
RUF-E2007SAW+MBC-240V
ﾒｰｶｰ希望価格￥356,000 134,000円
ガスふろ給湯器24号（壁掛型・オート）+マルチリモコン
RUF-E2406SAW+MBC-240V
ﾒｰｶｰ希望価格￥378,000 139,000円
ガスふろ給湯器20号（据置型・オート）+マルチリモコン
RUF-E2008SAG+MBC-240V
ﾒｰｶｰ希望価格￥367,000 148,000円

112,000円
RSW-404LP 幅45㎝
ﾒｰｶｰ希望価格￥173,000

①プラズマクラスター＆重曹コース搭載。
除菌スチーム洗浄のハイグレードモデル

食器洗い乾燥機〈取替用〉

109,000円
RSW-D401AE-SV 幅45㎝
ﾒｰｶｰ希望価格￥168,000

②バイタル除菌洗浄機能付。
一度にたくさん洗える深型タイプ。

クリーンフード＆ビルトインコンロ

１０年間ファンのお掃除不要！
高速回転ディスクが油の侵入をブロック

お見積・ご相談はすべて無料です。お気軽に０１２０-５２０-０７２まで。午前８時～午後７時 リフォームショップ サン・ルナ/ 東邦液化ガス㈱ 神奈川県相模原市南区麻溝台3-2-10

118,000円
その他の色：ﾎﾜｲﾄ

クリーンフード XGRｼﾘｰｽﾞ
ﾉﾝﾌｨﾙﾀ・ｽﾘﾑ型 幅75㎝
XGR-REC-AP753SVｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ

ﾒー ｶー 希望価格￥173,000

95,000円
その他の色：ﾌﾞﾗｯｸ

クリーンフード LGRｼﾘｰｽﾞ
ﾉﾝﾌｨﾙﾀ・ｽﾘﾑ型 幅60㎝
LGR-3R-AP601SVｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ

ﾒー ｶー 希望価格￥133,000

クリーンフード
内部とファンの
お手入れ不要！

一部商品を除き弊社ショールームに展示中

ビルトインコンロとフード同時交換お値引キャンペーン
チラシ掲載対象商品のビルトインコンロ＆クリーンフードを同時にお取替頂くと

もれなく!！10,000円のお値引をさせて頂きます。 対象商品には
このマークがついています→

おすすめ外装リフォーム

外装のリフォームのタイミングは

・汚れが目立って来た
・苔や藻がついている
・ヒビや反り、塗膜の剥がれ
・変色、色あせ

一般的には10年位が目安です。

お見積・現場調査は無料です。
ご希望に合わせてご提案させて
頂きます。写真は弊社の施工現場です。

延べ面積30坪・外壁140㎡の場合

外
壁
塗
装
の
め
や
す

屋根塗装（ｶﾗー ﾍ゙ ｽﾄ）は70㎡の場合＋20万円

塗料の種類 耐用年数 材料＋工事費

70万円～

80万円～

110万円～

足場込みでこの価格！

玄関ドア 片袖FIX・通風ドア
アルミドアS11 手動錠 ｱﾙﾐｶﾗｰ
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥367,000

勝手口ドア 片開・通風ドア
アルミタイプ 横格子 複層ｶﾞﾗｽ
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥174,000

玄関ドア 片開・標準ドア
アルミドアS01 手動錠 ｱﾙﾐｶﾗｰ
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥325,000

通風機能付ドア

通風機能付ドア 182,000円

322,000円

288,000円

玄関・勝手口ドア交換

BEFOR AFTER

工事費込

工事費込

工事費込

玄関ドアはその他のデザイン・色もございます。

今ある外窓

冬寒く・夏暑い窓 一年中快適な窓

今ある外窓+内窓

１窓
たった６０分で

完成

断熱窓 プラマードU
窓の種類・ｻｲｽﾞ

75,000円

掃き出し窓
高2M×幅1.7M位
ﾒｰｶｰ希望本体価格
￥88,700

腰窓
高1.2M×幅1.7M位
ﾒｰｶｰ希望本体価格
￥42,900 45,000円

30,000円

小窓（水廻り）
高0.7M×幅0.8M位
ﾒｰｶｰ希望本体価格
￥29,800

工事費込

工事費込

工事費込

嫌だにゃ～
びっしりぬれている‥

多機能アルミルーバー
外部からの視線や直射日光をカットしながら
換気や採光ができます。

この他のサイズも承ります。

アルミルーバー（可動）
間口1.2M×高さ1.0M
ﾒー ｶー 希望本体価格

￥53,800

53,000円
工事費込

カーポート

「レイナーポートグラン」

片持支持・ポリカ屋根
長さ5.05M×幅2.4M １台用
ﾒｰｶｰ希望価格￥240,800

168,000円

風にも雪にも!!
安心の高性能
カーポート。

スライドオープン

下かご 上かご

詳しくは、専門スタッフがご説明させて頂きます。

どうぞお気軽に ご相談ください。

基礎・専用電源工事が不要。
コンパクトで多様な設置が可能です。

◇ 戸建・温水式暖房用（新築・既築）

400,000円

ヒートポンプ RHP-R222(E)
タンクユニット RTU-R505(E）
熱源機 RHBD-R245AW2-1(E)
リモコン MBC-301VC(Ｂ)
メーカー希望価格￥745,000

タンク容量50ℓ 給湯・暖房

ハイブリッド給湯・暖房システム

140,000円

クリーンフード OGRｼﾘｰｽﾞ
ｵｲﾙｽﾏｯｼｬｰ・ｽﾘﾑ型 幅75㎝
OGR-REC-AP752LSVｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ

ﾒー ｶー 希望価格￥213,000

標準取付工事費別途￥32,000

標準取付工事費別途￥45,000

標準取付工事費別途￥45,000

標準取付工事費別途￥95,000（付属部材費込）

取付工事費別途お見積致します。

ｺｺｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ付属

感震停止機能付

リッセ 標準幅60㎝・ｶ゙ ﾗｽﾄｯﾌ゚
RHS31W23L8RSTW
ﾒｰｶｰ希望価格￥215,000

リッセ ﾜｲﾄ゙ 幅75㎝・ｶ゙ ﾗｽﾄｯﾌ゚
RHS71W23L8RSTW
ﾒｰｶｰ希望価格￥220,000

126,000円

128,000円

標準取付工事費別途 ビルトインコンロ￥15,000
クリーンフード ￥22,000

スモークオフ機能とは、グリル使用時の
ニオイ９９％カット！煙を８１％カット！

スモークオフ機能

感震停止機能

ココットプレート付

ザ・ココット付

防音だから…
すやすや～

ワイド幅75㎝もございます。

ｺｺｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ付属

感震停止機能付

ﾏｲﾄｰﾝ 標準幅60㎝・ｶ゙ ﾗｽﾄｯﾌ゚
RS31W27U12DGVW
ﾒｰｶｰ希望価格￥164,000

ﾏｲﾄｰﾝ 標準幅60㎝・ﾊ゚ ﾙーｸﾘｽﾀﾙ
RS31W27P11DGVW
ﾒｰｶｰ希望価格￥153,000

99,000円

95,000円

センス 標準60㎝ ﾊ゚ ﾙーｸﾘｽﾀﾙ
RS31W28P12RVW
ﾒｰｶｰ希望価格￥137,000

85,000円感震停止機能付

ガステーブル

ラクシエ 標準59㎝ ﾊ゚ ﾙーｸﾘｽﾀﾙ
RTS65AWK14RG-CL
ﾒｰｶｰ希望価格￥97,800

58,000円ｺｺｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ付属 両面焼ｸﾞﾘﾙ

ﾜﾝﾋﾟｰｽﾄｯﾌﾟ 標準59㎝ ｸﾘｽﾀﾙｺー ﾄ
RT64JH6S2-GL
ﾒｰｶｰ希望価格￥44,800

28,000円片面焼ｸﾞﾘﾙ

Wﾜｲﾄ゙ 火力・便利機能を搭載

178,000円

デリシア（操作部液晶ﾓﾃ゙ ﾙ）

ﾜｲﾄﾞ幅75㎝・ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ

RHS71W31E12RCSTW

ﾒー ｶー 希望価格￥319,000

デリシア（操作部ｼﾝﾌ゚ ﾙﾓﾃ゙ ﾙ）

ﾜｲﾄﾞ幅75㎝・ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ

RHS71W30E12RCSTW

ﾒー ｶー 希望価格￥306,000173,000円
機能・清掃性に優れたコンロ

スモークオフ機能

既存の床の上から施工。

工期がぐんと短くなります。

取付工事費別途お見積致します。

外壁の塗替

屋根の塗替

サイディング壁の貼替え


