
開店４周年祭開店４周年祭
AM10:00 ～ PM4:00

網戸張り替え

１枚￥500１枚￥500

Panasonic リフォームクラブ 山陽建設株式会社 住宅部Panasonic リフォームクラブ 山陽建設株式会社 住宅部

Panasonic リフォーム Club
山陽建設株式会社
〒723-0016　広島県三原市宮沖 1丁目 13 番 7号

0120-08-5060 TEL:0848-62-2115
FAX:0848-62-9644

URL:http://www.it-sanyo.co.jp E-mail:jutaku@it-sanyo.co.jp
建設業許可 /国土交通大臣許可 ( 特 -1) 第 3613 号　一級建築士事務所登録 /広島県知事登録 17(1) 第 0416 号

宅地建物取引業者免許 /広島県知事免許 (13) 第 2888 号

※一家族 3枚まで巾 90センチまで
※網戸をご持参ください
※一家族 3枚まで巾 90センチまで
※網戸をご持参ください

による野菜即売会による野菜即売会
とれたての有機野菜に生みたての卵、
その他雑貨もございます
とれたての有機野菜に生みたての卵、
その他雑貨もございます

in 山陽建設株式会社　東館 1階山陽建設株式会社　東館 1階

お困りの方は裏面へお困りの方は裏面へ

「粗品」 プレゼント！！

※イラストはイメージです※イラストはイメージです

３/27３/27 土 日2828

網戸張り替え網戸張り替え

0101 毎日のサッとひと吹きで、
キレイがつづく！？

毎日のサッとひと吹きで、

キレイがつづく！？
................................................................................

................................................................................

気になるシンクの水アカ汚れに、もう苦しまない

0202
面倒なファン掃除が

10年間不要！？

面倒なファン掃除が

10年間不要！？
................................................................

................................................................

使うたび、ファンが全自動でお掃除！

ベタベタ汚れに
もう悩まない
ベタベタ汚れに
もう悩まない

0303
汚れた手で水栓を

触らなくてもいい！？

汚れた手で水栓を

触らなくてもいい！？
................................................................

................................................................

調理中のストレスともサヨナラ

Ｑ1. シンクの水アカ汚れが
　　気になる
Ｑ2. レンジフードのベタベタ汚れ
　　落とすのが大変・・
Q3. 汚れた手で水栓を触りたくない

限定
　３台！

こんなお困りごとはありませんか？こんなお困りごとはありませんか？

790,000 円 (税別 )

限定 3台！
4周年記念特価！
限定 3台！
4周年記念特価！

53％
ＯＦＦ
53％
ＯＦＦ

※写真はイメージの為ショールームにて、 お問合せ下さい

定価　1,696,800 円（税別）

※工事費は別途必要です。

ラクテクなキッチンで
                全て解決！！
ラクテクなキッチンで
                全て解決！！

新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について

●体調の悪い方のご来場はお控えください。●ご来場に際し、マスクの着用・手指消毒など
をお願いします。●会場内の換気・消毒を随時実施します。●密集を避けるため、お車などで
お待ち頂く場合もございます。●スタッフもマスク着用して、接客にあたらせていただきます。
予めご了承ください。●お客様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

無料
アンケートに
お答えいただくと
「粗品」プレゼント！！

アンケートに
お答えいただくと
「粗品」プレゼント！！

★ご来場記念品★ご来場記念品　　  お子様に
お菓子プレゼント
　　  お子様に
お菓子プレゼント



sanyo.jyutaku

HP

広告有効期限　4月末日

キッチンの面倒なおそうじともサヨナラしませんか？

0303
こびりついた汚れ、

もうとらなくてすむ！？

こびりついた汚れ、

もうとらなくてすむ！？
................................................................

................................................................

カウンターの輪ジミ汚れともおさらば

自宅に約1㎡の集中空間

XMDJ10940GD

59,800
※組立運賃別途

組み立て簡単デスク

KOMORU

- コモル -

パナソニック

●周囲の視界を遮るパネル付
●簡単に組み立てでき、
　在宅勤務をより快適に︕

※写真はイメージです

定価 88,000 円（税別）

限定
　３台！

“非対面”で感染対策！

後付け用宅配ボックス

コンボライト

パナソニック

CTNR6020RB ブラック限定

29,800 円 (税別 )

※写真はラージタイプのカラーがボルドーです。

荷物が
あなたを
待っている。

※組立運賃別途

●施工期間はたったの１日
●ご在宅でなくても、
　荷物を受け取れます︕

定価 39,800 円（税別）

限定
　３台！

アラウーノ　Ｓ160

パナソニック
全自動おそうじトイレ

XCH1601RWS

定価 39,800 円（税別）

00,000 円 (税別 )

限定
　　台！

お持ち帰り商品！ たった 1日でおうちの時間をもっと快適に！

※洋式から洋式の取替費含む※内装工事は含んでいません

000,000限定
　３台！

円 (税別 )

ENJOY YOUR ROOM おうちで仕事・おうちで健康

トイレの衛生面にも

しっかり配慮

長い時間を過ごす床は、

抗ウイルス加工で清潔を維持

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAA の安全性基準に適合しています。

※抗ウイルス性能は、商品の表面にウイルスが接触しないと発揮されません。

※本商品は感染予防を保証するものではありません。

オンとオフを切り替えて在宅勤務をスムーズに

....
....
....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....
....

帰宅後の手洗いは、どこも触らずに清潔に

たった 1日でおうちの時間をもっと快適に！お持ち帰り商品！たった 1日でおうち時間充実！！

32％
ＯＦＦ
32％
ＯＦＦ

●周囲の視界を遮るパネル付

●簡単に組み立てでき、

　在宅勤務をより快適に！

フックなどがかけられる有効ボード

59,800円 (税別 )

定価　88,000 円（税別）

※組立運賃別途

●扉：アルベロブラック（鏡面）
●水栓：タッチレス水栓
●ミラー：スリムLED3面鏡（ミドルミラー）幅900㎜

50％
ＯＦＦ
50％
ＯＦＦ 173,000 円 (税別 )

定価　346,800 円（税別）

※2工事費は別途必要です。

抗ウイルス加工の床材なら、表面に
付着したウイルスの数を減少させ、
清潔な住まいづくりをお手伝いします。

アラウーノ

Ｓ160 シリーズ
XCH1601WS 35％

ＯＦＦ
35％
ＯＦＦ

174,000 円 (税別 )

定価　269,000 円（税別）

ベリティスフロアー

　　　　　Ｓハードコート

定価（材料費のみ）　29,000 円（税別）

ベリティスフロアー
　　　　　　Ｓハードコート

72,000 円 (税別 )
ご参考
価格
ご参考
価格

洋間 6帖重ね張り　標準施工費込み

エコバック
　　プレゼント！
エコバック
　　プレゼント！

イベントにて、インスタフォロー
画面を提示して頂いた方に、

※2

※2



こんな⽞関ドアのお悩み、ありませんか︖
オプション

お困りの方は、チラシの裏面をご覧ください！



室内側室外側

玄関ドア＋タッチ錠

開閉操作パターン

施解錠はLEDの光と
メロディー音でお知らせします

施 錠

解 錠

（壁内配線⼯事不要）

シリンダー（シャッター付）

シリンダー内部への砂やホコリが入り込むのを
防ぐため、カギ差し込み部にシャッターを装備

送信距離 約３ｍ以内
エントリーキーで施解錠

手動用キー
３本入

エントリーキーを身につけて
タッチボタンを押すだけで
上下シリンダーが連動して
施解錠します。

ゆびでボタンを押して
ワンタッチ施解錠

エントリーキーをバックや
ポケットに入れておけば
わざわざ取り出さなくても
ボタンを押すだけで
施解錠できます。

リモコン操作で
室内外から施解錠

離れた場所からでもエントリーキーでの
施解錠ができます。作動距離は約３ｍ以内。
※ドア周辺の電波環境により
送信距離が変動する場合があります。

わずか１日︕ パッときれいにチェンジ

壁や床などの⼯事が不要な『SRカバー⼯法』で
約半日から１日で新しいドアにチェンジ

DC タイプ電池式

手動錠＋¥55,000

タッチ操作（室外から）

開閉操作パターン

リモコン操作（室内外ともに）

エントリーキー
２個入り

スピード施工

大掛かりな
工事不要

キレイ
な仕上がり

壁・床工事
がないので
低コスト



【個人情報の取扱いについて】
※ご記⼊いただいた情報は、中国電⼒に提供し光熱費シミュレーション実施のためのデータとして使⽤します。
※ご記⼊いただいた情報は、販売店記⼊欄に記載の販売店（以下「販売店」という）・中国電⼒が各種資料・ご案内等の送付・ご連絡・ご訪問などの営業
活動を⾏う⽬的のために利⽤させていただきます。

※お客さまから収集させていただいた個人情報は、販売店・中国電⼒が適切に管理し、上記以外の第三者への情報提供はいたしません。

□上記に同意のうえ、光熱費シミュレーションを申し込む

申込日 年 月 日

フリガナ

お名前

ご住所
〒 －

電話番号 （ ） －

世帯主年代 □ 〜３０代 □ ４０代 □ ５０代 □ ６０代 □ ７０代 〜

世帯人数 □ １人 □ ２人 □ ３人 □ ４人 □ ５人以上

現在お使いの給湯器 □ 都市ガス □ プロパンガス □ 灯油（ボイラー） □ 太陽熱

現在お使いのコンロ □ ＩＨクッキングヒーター □ ガスコンロ

電気代 ガス代 灯油代

月分 約 円 月分 約 円 月分 約 円

平日の９〜２１時の
在宅状況 □ 在宅が多い □ 時々在宅／⼣⽅から在宅 □ ほとんど不在

休日（土・日・祝）の
外出状況 □ 外出が多い □ 時々外出 □ ほとんど外出しない

チ ェ ッ ク︕

※日中のご連絡が可能な
番号をご記⼊ください。

（︕）記⼊漏れ・誤りがないか再度ご確認ください。

販売店記入欄（販売店名）

粗品をプレゼント︕光熱費シミュレーションを
お申し込みいただくと

お問い合わせ
中国電⼒株式会社 広島統括セールスセンター
〒730-0048 広島市中区竹屋町2番42号 土・日・祝日・年末年始を除く（9:00〜17:00）

TEL

FAX

082-545-2182
082-545-2183

山陽建設株式会社 住宅部
※4周年祭にお持ちいただいた方に粗品をプレゼントします！
シミュレーション結果につきましたは、後日送付させていただきます。


