
日動日動 付だからまかせて安心!!付だからまかせて安心!!

創業48周年

工事はお待たせいたしません!!申込後約10日間以内(一部商品を除く)専門スタッフがお伺いします。表示価格には、消費税は含まれていません。

今がチャンス!! 更に今回チラシ特価より
だから任せて安心

付
だから任せて安心

信用金庫・リクシルリホームローン(オリエント) 年金利通常5.8％を期間中         に(100万円 年金利 9,776円)1.80％1.80％1.80％

見 積 り 下 見 一 切 無 料 自 社責任施行で安心

見積もり無料

屋根塗装工事 リフレッシュポリマーペイント
防水性ポリマー塗装で屋根をガッチリガード！！

・屋根面積60㎡（建坪25坪位）
〈参考価格〉

〈ポリマー塗装〉
屋根面積1㎡当り（税抜）

※上記工事行程①～④含む屋根面積１㎡当り（税抜）

〈価格－例〉屋根面積60㎡（建坪25坪位）

148,800円

2,980円
178,800円

2,480円

サーモグラフィー撮影
塗装前 48℃～54℃ 塗装後 41℃～47℃

温度差
おおよそ

－7℃

特価本体（税抜）

土間・デッキONタイプ
スタイルBフルガラス仕様
土間・デッキONタイプ
スタイルBフルガラス仕様

人工木樹脂デッキ床付き
スタイルBフルガラス仕様
人工木樹脂デッキ床付き
スタイルBフルガラス仕様

屋根用高反射率遮熱塗料 サーモアイ日本ペイント

45%off
モニターキャンペーン

天然の木粉を配合　クオリティ木樹脂デッキ
リクシル

デザイン、施工性、メンテナンスといった
基本性能を向上させ、
床材に求められるクオリティを
進化させました。
芯材部は100％リサイクル材の
樹脂と木粉を使用した環境配慮商品です。
また、トータルコーディネートを実現する
「クリエカラー」を採用。
LIXIL共通の木目色で、アプローチやバルコニー、
玄関などとカラー統一が可能です。

●材質：人工木材
●カラー：クリエペールA/クリエラスクA/
 クリエモカA/クリエダークA/
  ダークグレー

全 5 色
選べる

住宅のカラーや
外観・スタイルで

新色のクリエカラーを採用。
使いやすさが進化した
新しい人工木材です。

K I R A R A

NEW 樹ら楽ステージ

アルミ型材基礎柱仕様で施工

樹ら楽ステージは、2013年6月発売予定です。

ペールウッド

ライトウッド

ミディアムウッド

ダークウッド

46㎜

175㎜
グレーウッド

先着15名様まで

カーポートは安さだけではありません！！
全商品責任賠償保証付きもしものときもまかせて安心！！

更に今回先着10名様限り本体組立費サービス

※奥行5052mm

・間口2700mm
㋱259,300円を

・間口2400mm
㋱240,800円を

レイナポートグランレイナポートグランYKK
特価本体（税抜）

27,500円
28,028円
27,500円
28,028円
39,518円

64,625円
64,883円
93,923円

31,660円
26,552円

5555%%

（税抜）

（税抜）

（税抜）

217,415円
(フラットラチス)

195,300円
200,200円

395,300円
（税抜）

・デザインパネルA

・腰壁デザインパネル

・腰壁パネルB

屋根材ポリカーボネイト(床別途)
※出幅6尺
・間口1.5間 ㋱1,105,400円を

本体組立て取付け費 118,000円より

773,780円（税抜）
・間口2.0間 ㋱1,279,600円を

895,720円（税抜）

特価本体（税抜）
屋根材ポリカーボネイト(床付)
※出幅6尺
・間口1.5間 ㋱1,350,100円を

本体組立て取付け費 138,000円より

945,070円（税抜）
・間口2.0間 ㋱1,578,900円を

1,105,230円（税抜）
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内天井の下のリラックス空間内天井の下のリラックス空間
透明なパネルから見える開放感と
内天井に覆われた未体験のリラク
ゼーション

透明なパネルから見える開放感と
内天井に覆われた未体験のリラク
ゼーション

透明な屋根とパネルに囲まれた
光溢れる未体験の自然と同化す
る採光空間

透明な屋根とパネルに囲まれた
光溢れる未体験の自然と同化す
る採光空間

空が見えるフレッシュ空間空が見えるフレッシュ空間

30%off30%off

エクシオールエクシオール

エクシオール NEW 誕  生誕  生ジーマ

773,780円（税抜）
895,720円（税抜）

945,070円（税抜）
頑張った自分に贈る最上級リラックスタイム頑張った自分に贈る最上級リラックスタイム

1,105,230円（税抜）

軒ルーフ(内天井タイプ)色パターン③軒ルーフ(内天井タイプ)色パターン③

床工事別途(土間・デッキ等含まず) 床工事別途(土間・デッキ等含まず)

・出幅6尺(1930mm)特価本体（税抜）

本体組立て取付け費 98,000円より

・間口1.5間(2835mm) 
㋱1,066,300円を

㋱1,214,400円を
・間口2.0間(3745mm) 

採光ルーフタイプ 色パターン①採光ルーフタイプ 色パターン①

5555

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

790,200円を790,200円を

709,400円を709,400円を

655,500円を655,500円を

540,900円を540,900円を

57,000円より57,000円より

355,590円355,590円

319,230円319,230円

294,975円294,975円

265,905円265,905円

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

644,100円を644,100円を

707,200円を707,200円を

740,000円を740,000円を

809,500円を809,500円を

57,000円より57,000円より

364,275円364,275円

333,000円333,000円

318,240円318,240円

289,845円289,845円

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

337,282円337,282円

299,085円299,085円

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）322,391円322,391円

287,474円287,474円（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

本体組立て取付け費 118,000円より

特価本体（税込）

ガーデンルーム販売台数千葉県No.1 2010年度「ダイヤモンド賞」2011年度「プラチナ賞」・2012年・2013年度「ゴールド賞」受賞
10万円分プレゼント10万円分プレゼント10万円分プレゼント10万円分プレゼント今回オプションなんと今回オプションなんと今回オプションなんと今回オプションなんと 30%OFF30%OFF30%OFF30%OFF更に今回更に今回更に今回更に今回ガーデンルーム

フェアー

軒ルーフタイプ軒ルーフタイプ

採光ルーフタイプ採光ルーフタイプ

30%off30%off

省エネと節電を考えた外壁遮熱塗料誕生省エネと節電を考えた外壁遮熱塗料誕生

上塗り、下塗りダブルで熱を反射。又
独自の赤外線透過テクロノジーによって
塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮!

上塗り、下塗りダブルで熱を反射。又
独自の赤外線透過テクロノジーによって
塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮!

独自の技術を駆使した独自の技術を駆使した
外壁遮熱塗料の決定版外壁遮熱塗料の決定版

exsiorexsior GF誕生GF誕生ガーデンルームガーデンルーム

軒ルーフタイプ軒ルーフタイプ 採光ルーフタイプ採光ルーフタイプ

39,518円

64,625円
64,883円
93,923円

〈樹ら楽ステージ価格一例〉
※土台はアルミ形材
　束柱Aタイプ仕様　幕板Bタイプ
　床は選べる5色

212,740円
146,861円
171,600円
110,018円
149,082円
111,617円
66,803円

（税抜）

212,740円
146,861円
171,600円
110,018円
149,082円
111,617円
66,803円

31,660円
26,552円217,415円

746,410円（税抜）
850,080円（税抜）

・出幅6尺(1930mm)特価本体（税抜）

本体組立て取付け費 88,000円より

・間口1.5間(2835mm) 
㋱889,300円を

㋱1,214,400円を
・間口2.0間(3745mm) 

622,510円（税抜）
698,390円（税抜）

746,410円（税抜）
850,080円（税抜）

622,510円（税抜）
698,390円（税抜）

・間口3756×奥行1886.5mm)
 ガラス含む
㋱965,700円を

675,990円（税抜）

特価本体（税込）

本体組立て取付け費 128,000円より

・間口2846×奥行2786mm)
 ガラス含む
㋱1,088,200円を

761,740円（税抜）

・建坪41坪未満
・建坪31坪未満

・建坪21坪未満
・建坪26坪未満

(坪単価)

(坪単価)

(坪単価)

(坪単価)

・延床面積　82.5㎡（25坪）の場合
・延床面積　99㎡（30坪）の場合
・延床面積　115.5㎡（35坪）の場合

〈一軒まるごとパック料金〉（税抜）
工事工程①～⑦含む　5年保証付き！！

〈まるごとパック参考価格〉（税抜）

メーカー期待度年数15年
①高圧洗浄（水洗い）
②下地改修、ひび割れ補修
③足場及び養生
④下塗りサーモアイウォールサーフ
⑤中塗りサーモアイウォール
⑥上塗りサーモアイウォール
※3回塗り仕上げ
⑦ペンキ工事雨樋霧除け等

29,800円
26,600円
25,500円
24,800円
665,000円
765,000円
868,000円

148,800円

2,980円
178,800円

2,480円

108,360円108,360円
116,685円116,685円

更に今回先着10名様限り本体組立費サービス

※奥行5052mm

・間口5392mm
㋱511,100円を

・間口4801mm
㋱472,700円を

レイナツインポートグランレイナツインポートグランYKK
特価本体（税抜）

212,715円212,715円
229,995円229,995円

今回55%off

ポリカー屋根

更に今回先着10名様限り本体組立費サービス

※奥行5052mm

・間口5398mm
㋱662,700円を

・間口4806mm
㋱630,600円を

レイナキャップツインポートグランレイナキャップツインポートグランYKK
特価本体（税抜）

283,770円283,770円
298,215円298,215円

ポリカー屋根

ポリカー屋根

更に今回先着10名様限り本体組立費サービス

※奥行5052mm

・間口2702mm
㋱349,800円を

・間口2402mm
㋱333,900円を

レイナキャップポートグランレイナキャップポートグランYKK
特価本体（税抜）

150,255円150,255円
157,410円157,410円

ポリカー屋根
本体組立費

30,000円分サービス更に先着10名様更に先着10名様

今回55%off
本体組立費

55,000円分サービス更に先着10名様更に先着10名様

・間口2773mm×
 奥行き4954mm
㋱415,800円を

後方支持がスムーズな
車の出入りを実現
後方支持がスムーズな
車の出入りを実現

外壁遮断塗装(高日射反射率塗料)外壁遮断塗装(高日射反射率塗料)
日本ペイント サーモアイウォール日本ペイント サーモアイウォール

特価本体（税抜）

249,480円249,480円

※奥行5052mm

・間口5332mm
㋱754,700円を

・間口3050mm
㋱501,000円を

一台用

二台用

スカイリードZ耐雪50cmスカイリードZ耐雪50cm
耐積雪量50cm相当耐積雪量50cm相当
三協アルミ

特価本体（税抜）

275,550円275,550円
415,085円415,085円

室内物干し
サービス

ポリカーボネイド屋根

フォーグフォーグ

デッキONタイプデッキONタイプ
・間口1.5間×出幅1575mm

266,445円266,445円特価本体
（税抜）
特価本体
（税抜）

R型床付ラージタイプR型床付ラージタイプ
・間口1.5間×出幅1575mm

385,335円385,335円特価本体
（税抜）
特価本体
（税抜）

Fタイプ床付(塩ビデッキ)Fタイプ床付(塩ビデッキ)
・間口1.5間×出幅1543mm

297,653円297,653円特価本体
（税抜）
特価本体
（税抜）

40%off
45%off

三協アルミ
テラス囲い 誕生

先着15名様まで

雨や花粉ホコリや虫から守る晴れもようwithは夢をカタチにしました
外干しと中干しのメリットを合せ持つ

※全品オプションです。

洗濯物が良く乾く3つの条件洗濯物が良く乾く3つの条件

本体標準組立て費本体標準組立て費 本体標準組立て費本体標準組立て費

今がチャンス!! 更に今回チラシ特価より

三協アルミ

蓄熱抑制効果によって
室内温度を低減する
蓄熱抑制効果によって
室内温度を低減する

ポイント1

高耐候性、低汚染、防藻・防カビ高耐候性、低汚染、防藻・防カビ
透湿性によって長時間にわたり遮熱性能
と建物を維持。
透湿性によって長時間にわたり遮熱性能
と建物を維持。
遮熱性能は、塗膜表面に汚れが付着したり、色相が変化することで
低下してしまいますが、サーモアイウォールのもつ高耐候性、低汚染性、
防藻・防かび、透湿性によって、長時間に渡って遮熱性能を保持し、
建物をがっちりガードします。

遮熱性能は、塗膜表面に汚れが付着したり、色相が変化することで
低下してしまいますが、サーモアイウォールのもつ高耐候性、低汚染性、
防藻・防かび、透湿性によって、長時間に渡って遮熱性能を保持し、
建物をがっちりガードします。

ポイント2

外 壁 塗 装
電力

総使用量
の削減

本体標準組立て費30,000円より 本体標準組立て費40,000円より

本体標準組立て費60,000円より 本体標準組立て費60,000円より

※奥行5000mm

・間口2800mm
㋱324,000円を

・間口2360mm
㋱286,200円を

スカイリード片側支持型スカイリード片側支持型三協アルミ
特価本体（税抜）

143,100円143,100円
162,000円162,000円

ポリカー屋根

※奥行5000mm

・間口2800mm
㋱379,400円を

・間口2360mm
㋱341,400円を

スカイリード両側支持型スカイリード両側支持型三協アルミ
特価本体（税抜）

170,700円170,700円
189,700円189,700円

ポリカー屋根オープンな屋根オープンな屋根 中桟をなくし爽快感中桟をなくし爽快感

基本タイプ(2台用) 基本タイプ(3台用)

今回50%off

新商品

5年保証

友達の家族も呼んでみんなでにぎやかBBQ友達の家族も呼んでみんなでにぎやかBBQ

本日より20日間限り

2021年特別セール2021年特別セール



2021年特別セール2021年特別セール


