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台所用スポンジ2個台所用スポンジ2個 プレゼント！！プレゼント！！

上記 3色から
お好きな色 2個！

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。

フ ェ ア
2 日間
限 定
2日間
限 定

浴室＋エコキュートまたは
トイレを同時購入された方に
Panasonic 洗面化粧台プレゼント！

浴室＋エコキュートまたは
トイレを同時購入された方に
Panasonic 洗面化粧台プレゼント！

パナソニック
エコキュート
 370L フルオート
HE-NS37JQS
価格は裏面にて価格は裏面にて

アラウーノ S160

エコキュート

トイレ

価格は裏面にて価格は裏面にて

パナソニック
アラウーノ S160
アラウーノ V

アラウーノ V

セミナー参加者にセミナー参加者に
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※工事費別途※工事費別途

またはまたは

今、水廻りを一新すると

お得です！！

今、水廻りを一新すると

お得です！！

■アクアマーブル人造大理石浴槽

■オートルーバー暖房換気乾燥機付

￥548,000￥548,000

(

税
込)

(

税
込)

定価　￥160,270 円（税込）

定価　￥1,161,600 円（税込）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※工事費別途※工事費別途



XCH1601WS定価　295,900 円（税込）

素敵な入口に・・・素敵な入口に・・・内窓をつけて快適に・・・内窓をつけて快適に・・・

参考価格　Ｗ 1650 H 2000 単板ガラス参考価格　Ｗ 1650 H 2000 単板ガラス 参考価格　Ｗ 1190 H 1995参考価格　Ｗ 1190 H 1995

アルミタイプアルミタイプ

※取替費含む※取替費含む

広告期限 令和3年11月末広告期限 令和3年11月末

￥189,800￥189,800

(

税
込)

(

税
込)

￥79,800￥79,800 ￥348,000￥348,000

(

税
込)

(

税
込)

　　玄関が
たった 1日で
キレイ、快適に

　　玄関が
たった 1日で
キレイ、快適に

■便座S4
■手洗い付き

￥104,500￥104,500

(

税
込)

(

税
込)

定価　209,000 円（税込）

狭い空間にも、すっきり収まる
　　　　手洗い付き

Ｓ160 シリーズ

全自動おそうじトイレ

(

税
込)

(

税
込)

「節水しながらキレイにできるトイレ」

少ない水でキレイに洗浄できるだけでなく、

凸凹の少ないデザインでお掃除のしやすさも実現

「万一の停電時でも手動で流せる」

座って用を足したあと、便ふたを

閉じてから自動洗浄する「クローズ

洗浄モード」。

パナソニック

エコキュート
 370L フルオート

HE-NS37JQS

我が家でお湯をかしこく、
つくる・ためる・つかう・そなえる

エコナビ

 搭載！

「高効率でお湯を沸かすから、
年間のランニングコストも経済的！」

￥250,800￥250,800

(

税
込)

(

税
込)

※工事費別途※工事費別途

キャンペーン

対象商品

キャンペーン

対象商品

キャンペーン

対象商品

今なら電池錠への

変更無料！（60,000 円相当）

今なら電池錠への

変更無料！（60,000 円相当）

ENJOY  YOUR  ROOM
―おうちの時間をもっと快適に―

動画配信スタート
Panasonic 福山ショウルームのご案内を、
動画を通じて体感できます！
福山ショウルーム展示商品を三原にいながら
ご覧いただけます。

1DAY リフォームコーナー
ウスイータ（上から貼るだけの簡単リフォーム専用
床材）の施工実演を見学できます！

　価格
当日発表！
　価格
当日発表！

●ナノイー搭載カビシャット暖房換気乾燥機
●スゴピカ浴槽(有機ガラス系人造大理石)
●スミピカフロア(柄付)
●フラットラインLED照明
●おきラク手すり
●酸素美泡湯
●床暖房

パナソニック

バスルーム リフォムス

ウスイータ

軽くて、薄くて、しかも省施工！
既存の床の上に貼るだけの
簡単リフォーム専用床材。
薄いので、段差のないリフォームが
できます。

いつもあったかで、
歳月を重ねてもずっと使いやすい。

1.5mmリフォームフローリング

USUI-TA ［ ウスイータ ］ ★  2021年2月1日発売

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材。

シ
ー
ト
仕
上
げ

カームチェリー柄

樹脂と木粉を原料として薄いシート状に加工した木
質系プラスチックボードを使うことで、へこみやすり
傷、キャスターの荷重などにも耐えられる強度になっ
ています。

耐熱タイプには裏面に
あらかじめ両面テープが貼ってあります。

既存の床に上から貼るだけの
住みながらリフォーム。

壁にも貼れるので、
統一感のある空間に。

わずか1.5mmの薄さで
高い強度を実現。

耐熱タイプは両面テープと接着剤で施工できます。

いまお住まいのお部屋の床の上から重ね貼りするだ
けなので、張り替え施工に比べて工期を短縮できます。

仮並べをした後、
裏面に専用接着剤を塗布してください。

写真は非耐熱タイプです。
※8畳程度の場合。（現場により多少異なります。）

床だけでなく、壁面にも貼ることができるので、腰壁や
キッチンカウンターのアクセントリフォームにもお使い
いただけます。床面と色柄を合わせれば、空間に統一
感が生まれます。

接着剤を塗布したら、両面テープの剥離紙を剥がして、
既存の床の上に貼ってください。

オレフィン系樹脂化粧シート
美しい木目・石目を
再現した化粧シートです。

WPB（ウッドプラスチックボード）
樹脂と木粉を原料とする
新基材です。

1.5mm

約1日※で
施工完了！

204

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※工事費別途※工事費別途

XCH1601WS

※工事費別途※工事費別途

※取付費含む※取付費含む


