
Good Quality Good Price Good design

キャンペーン期間 ２０２２年１月１日（土）～３月３1日（木）



※写真は「エンバカデロ」施工事例

※写真はロックフェイスタイプの施工例

ペッパー

【１色】

オーストラリアレンガ【スクエアタイプ】 100㎡1,000,000
Point

エンバカデロ ドラド チボリ

ホワイトホールカンバーランド

北米レンガ 70㎡

【５色】

1,000,000
Point

オーストラリアレンガ【コーチハウス】 75㎡1,000,000
Point

コーチハウス
グレー

コーチハウス
タン

【２色】

※写真はグレー施工例

※写真はタン施工例



コンポジットデッキ 10㎡500,000
Point

家族でバーベキュー
仲間とティータイム
お子様のプールを出して水遊び
多目的に使えるのがデッキの魅力です。

施工例



玄関ドア廻りボーダー20,000
Point玄関ドア廻り装飾セット80,000

Point



ｽﾏｰﾄｷｰ 【ﾎﾟｹｯﾄｷｰ】 YKK ｳﾞｪﾅｰﾄ用150,000
Pointｽﾏｰﾄｷｰ【ﾋﾟﾀｯﾄｷｰ】 YKK ｳﾞｪﾅｰﾄ用100,000

Point

小さなシールキーでも施解錠OKカードを近づけるだけの簡単操作

財布やケースに入れて持ち運び
できます

シールを貼るだけで、車のキーや
防犯ブザーが鍵に大変身！

リモコンを持っていれば、ハンドルの
ボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコン
操作が可能

カードを近づけるだけで、鍵を
開け閉め。

好きな小物にシールキーを貼れば、
鍵に早変わり。



飾り雨戸 1組50,000
Point

ブラウンホワイトグリーンﾜｲﾝﾍﾞﾘｰブルー

【5色】

外観デザインに彩りを加えて
マイホームを美しく仕上げる
飾り雨戸。
さりげないアクセントが建物
の価値を高めます。

施工例施工例

※重複選択可



ワイドオープンサッシ 1組550,000
Point

・フレームは外側アルミ、
内側樹脂となります。

・外側5色、内側5色から
自由に色の組み合わせ
が可能です。

イメージ

LIXIL サーモスⅡ-H （W=2470 , H=2060）

イメージ

イメージ



窓廻り装飾ｾｯﾄ100,000
Point

窓の上下に設置することで、
深みのあるシルエットが実現。

クロスヘッド キーストーン

クロスヘッドはH=153、W＝1,219～2,032までのサッシに対応
キーストーンはK6Mで設定

施工例

※重複選択可

１セット

・ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ2カ所・ｷｰｽﾄｰﾝ1か所



窓廻りボーダーⒸ20,000
Point

窓廻りボーダーⒶ10,000
Point

窓廻りボーダーⒷ15,000
Point

WﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸWｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ

WﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰWﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ

【 全6色 】

施工イメージ

該当ｻｯｼ
ｸﾚﾄｲｼ ： MC2,MC2S,MC3, MC3E,MC4,,MC7, MC7L,MC10,MC14,

MFA1,MV1,MV2,MSH2MSH3,MSH4,MSH6,MSH8,MSH9,
MFC2,MFC3,MFC4,MFC7,MF1,MF2

YKK AP ： AS1S,AS2,AS2S,AS3,AC3,AC3S,AC4,AC4S,AC1S,AC2,
AC2S,AC5S,AFA1,AFA1,AF1,AF2,AF6,ASH1,ASH2

該当ｻｯｼ
ｸﾚﾄｲｼ ： MC1,MC2L,MC9,MC13,MSH1,MFC1,MF4
YKK AP ： AS1,AC1,AC5

該当ｻｯｼ
ｸﾚﾄｲｼ ： MC1L,MP4,MP4S,MP5,MP5S,MP6,MP6S,MB2
YKK AP ： AP2,AP3

※重複選択可

※重複選択可

※重複選択可



室内壁用北米レンガ 10㎡150,000
Point

エンバカデロ ドラド チボリ ホワイトホール カンバーランド

【5色】

イメージ イメージ

写真はイメージです。北米レンガの施工写真ではありませんので、実物サンプルをご確認ください。

※重複選択可



マントルピース①200,000
Point マントルピース②200,000

Point

Acadia -アカディアｰ

※画像はイメージです。暖炉は付属いたしません。

Wescott -ウェスコットｰ

※画像はイメージです。暖炉は付属いたしません。

1,695X1,340(191) 1,854X1,321(191)



木製階段手摺（傾斜部分） 4段分150,000
Point

木製階段手摺（水平部分）1m150,000
Point

意匠を凝らした階段手摺。
存在するだけでその場を格調高い空間へ変えます

※重複選択可

※重複選択可

イメージ

イメージ

イメージ



木製・ｱｲｱﾝ製階段手摺（傾斜部分） 4段分150,000
Point

木製・ｱｲｱﾝ製階段手摺（水平部分）1m150,000
Point

曲線を巧みにデザインに取り入れたアイアンが、
室内を芸術的な空間へと昇華させます。

※重複選択可

※重複選択可

イメージ

イメージ

イメージ



ﾛｰﾄｱｲｱﾝ製階段手摺【ﾃﾞｻﾞｲﾝA】4段分250,000
Point

ﾛｰﾄｱｲｱﾝ製階段手摺【ﾃﾞｻﾞｲﾝB】4段分250,000
Point

※画像はイメージです。一部仕様が異なります。

※重複選択可

※重複選択可

※画像はイメージです。一部仕様が異なります。



メリットキッチン ｱｲﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ L13711,000,000
Point

【面材ラインアップ】

ニューホワイト ニューベージュ

【人大天板ラインアップ】

ナチュラル リッチオーク サドル パールホワイト メープルホームステッド
アトランティック

ホームステッド
ボーン

レイズドロマン
ボーン

プレーリースクール
スノー

イメージ イメージ



ﾒﾘｯﾄｷｯﾁﾝ 食器棚 L=13711,000,000
Pointﾒﾘｯﾄｷｯﾁﾝ 食器棚 L=914900,000

Point

ナチュラル リッチオーク サドル パールホワイト メープルホームステッド
アトランティック

ホームステッド
ボーン

レイズドロマン
ボーン

プレーリースクール
スノー

【全9色】

イメージ



食器洗い乾燥機 ※ﾒﾘｯﾄｷｯﾁﾝ用150,000
Point

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ ※ﾒﾘｯﾄｷｯﾁﾝ用

【2色】

200,000
Point

ﾌﾞﾗｯｸ

シルバー

ﾌﾞﾗｯｸ

ホワイト

【2色】

油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能
にしたファンシークリーン仕上げ。デザインとメンテンス
性の高いレンジフードです。



【タカギ】蛇口一体型浄水器 Allegro ※ﾒﾘｯﾄｷｯﾁﾝ用50,000
Point

◇アフターサービスについて
蛇口のメンテナンスサービス

◇浄水でもシャワーが使える水形は4段切替
蛇口先端のボタンを押すと浄水/原水が切り替わり、
スクリーンを回すとストレート/シャワーが切り替わります。

◇浄水カートリッジ仕様

品番
材料の種類
ろ材の種類
使用可能な最小動水圧
ろ過流量
総ろ過流量

Alleguro専用サイト

シングルレバー混合水栓（ワンホール型）
◇商品名……アレグロ
◇品番………LA116MN-24AN

①10年保証……お引渡しより通常2年の蛇口本体保証を
10年に延長いたします。（消耗部品除く）

② 5年保証……最初の5年間は消耗部品も含めて
無償修理いたします。

JC0076
ABS樹脂・ポリプロピレン
活性炭・イオン交換体・不織布
0.05 MPa
3.0 L/分
900 L

ドイツのサニタリープロダクトブランド[ハンスグローエ]とタカギが手を組んで生まれた水栓[Allegro アレグロ]。インテリアに溶け込む美しいデザインで
ミネラルそのままのきれいな水を実現するプロダクトです。



洗面化粧台 モビリスタフレーム250,000
Point

ホワイト(マット) オークナチュラル ネイブルグレー ウォルナット

ミラーキャビネット＋シェルフ
RG-705.60.(色) / RG-705.75.(色)
シェルフ付ミラーキャビネット。
ミラー後ろの収納棚には、化粧品などの細かい小物が
すっきり納まります。

リブプルアウト
湯水混合水栓 低
ポップアップ付属
NB-00118.41CR
クローム
194xH176mm Sトラップ

RP-26.791.5

キャビネット

サイズ：W600 / 750mm (ボウル深さ：130mm)
天板 ：ボウル一体型不飽和ポリエステル樹脂
容量 ：16L (オーバーフロー流量：9L/分)

木目のメラミン製面材と黒いフレームをマッチングさせることで、シンプルながらも木目の素材感を味わえるデザインに。
水まわりスペースに存在感を主張しつつも、ご家庭の家具や家電にも合わせやすいカラー４色を取り揃えました。

Ｗ=600のコンパクトサイズ。サブ洗面化粧台に
最適です。



グレースバブルシステム600,000
Point



【三菱】 エアコンセット(18畳用＋8畳用)1,000,000
Point

室温キープシステム非搭載の場合室温キープシステム

選べる3モード除湿

清潔コート熱交換器

三菱 「霧ケ峰」 GVシリーズ
MSZ-GV2520-W （８畳用 １００W）

三菱 「霧ケ峰」FZシリーズ
MSZ-FZV5620S-W （１８畳用 ２００W）



【DAIKIN】 エアコンセット(18畳用＋8畳用)1,000,000
Point

ダイキン 「うるさらＸ」ＲＸシリーズ
Ｓ５６ＹＴＲＸＰ-Ｗ （１８畳用 ２００W）

ダイキン Ｅシリーズ
Ｓ２５ＹＴＥＳ-Ｗ （８畳用 １００W）



【三菱】 寒冷地エアコン (18畳用)1,000,000
Point

ボタン１つでＡＩが快適を創る。
暖房強化次世代プレミアムモデル。

「Ａ.Ｉ.自動」ボタンを押すだけで、ＡＩが住宅性能を分析したうえで、外気温の
変化や一人ひとりの体感温度などを先読みして、運転を自動でコントロール。

汚れにくくてお掃除しやすい。家族にうれしい清潔がつづく。

三菱 「霧ケ峰」VＸVシリーズ
MSZ-VＸV5620S-W （１８畳用 ２００W）



輸入家具「Ashley」300000円相当900,000
Point

全米家具売上高10年連続No.1の「Ashley」。優れたデザインの家具・小物でコーディネートをお楽しみください。



オープンクローゼット収納550,000
Point

※ホワイト色のみとなります。
イメージ

スペシャルセットC

プルダウンクローゼットロッド

輸入住宅にぴったりのデザインが魅力の「Wish Port」の収納セット。



壁埋め込み収納50,000
Point

※本体にツマミが１つ付属します。

可動棚２段（棚ダボ）

棚

幅310mm×高さ650mm×奥行144mm

寸法

材質

本体：パーチクルボード15ｍｍ 背板：MDF

[輸入ドアのデザインを踏襲したオリジナル収納]



吊り戸収納50,000
Point

[輸入ドアのデザインを踏襲したオリジナル収納]

棚

幅776mm×高さ400mm×奥行222mm

可動棚1段（棚ダボ）

寸法

材質

本体：パーチクルボード15ｍｍ 背板：MDF



ホワイト レッド ボルドー ネイビーブルー ダークグリーン

多機能ポスト「bobi cargo]200,000
Point

【5色】

■プッシュボタン錠
電気不要のメカ式プッシュボタン錠。
不要なランニングコストはかかりません。
暗証番号もお好みの番号に設定可能です。
（鍵は日本製です。）

お洒落なデザインと、機能を両立したポスト
宅配BOXが再配達の手間を軽減します。



クッキングファイヤーピット100,000
Point

ポータブルピザオーブン100,000
Point


