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●千葉支店/千葉市中央区登戸町1-124-4
（043）242-9516
●東京支店/江戸川区北小岩4-15-13

●アフターサービス部
（03）3674-3071

（047）374-8882

●埼玉支店/さいたま市南区松本3-5-2

※全品、サイズ・種類等は色々有ります。
　詳しくはお電話で！！

（048）789-7181
●佐倉支店/四街道市鹿渡790-1
（043）485-5952

●本社営業部　市川市下貝塚3-30-25（047）374-8883

54,926円・連結型
㋱76,820円

62,119円・基本
㋱86,880円

55,443円・連結型
㋱71,800円

62,702円・基本
㋱81,200円

 1,637,680円
1,173,216円
1,051,512円

988,918円
765,072円
658,416円

〈ダイドウ屋上手スリM65型〉

10,846円 4,246円

（税込）特価本体

（税込）特価本体

（税込）特価本体

（税込）特価本体

特価本体（税込）

236,693円

木調フレームとカスミパネル
の演出で前庭を明るく
※組合わせ合計価格(税込)
間口2900mm×H2450mm
㋱377,500円を

標準組立て費39,600円より

アルミ階段アルミ階段

〈門扉価格一覧〉〈門扉価格一覧〉

角度自在・現場調整
※片手スリ付

146,685円
・7段用 高さ1573～1822mm
㋱266,700円を

198,660円
・10段用 高さ2125～2511mm
㋱361,200円を

246,620円
・13段用 高さ2731～3200mm
㋱448,400円を

本体取付費39,600円より

※ワイド800mm※ワイド800mm

343,533円

スリムな柱と適度な目隠し効
果がスマートでモダンを演出。
※組合わせ合計価格(税込)
間口2900mm×H2450mm
㋱547,900円を

標準組立て費41,800円より

※標準工事60,500円より

48

・高さ1250mm

※手動タイプ
・間口2720mm

・間口3020mm

ペットガードゲートA2形

シャターゲート1型
ステンレスパイプ

ペットも安心
40％off40％off 42％off42％off

42％off42％off

三協アルミMグローリア

55％off55％off

（税込）

（税込）

116,820円
157,080円
219,780円
234,300円
287,100円

177,000円
1810

3130

4270

3930

5650

238,000円

333,000円

355,000円

435,000円

アクセンティアアクセンティア
機能門柱機能門柱

特価本体（税込）

特価本体（税込）

（税込）

（税込）

7,662円
・高さ600mm

柱一本付

柱一本付

㋱19,900円を

㋱23,600円を9,085円
・高さ800mm

・長さ1975mm・長さ1975mm

※高さ出入部2230mm
手動タイプ
※高さ出入部2230mm
手動タイプ
・片開き
間口3514mm
・片開き
間口3514mm
・両開き
間口5734mm
・両開き
間口5734mm

AA TSI型AA TSI型

プレスタ2型プレスタ2型 ライシス9型ライシス9型

ファンセル5型ファンセル5型

特価本体（税込）

97,060円
・間口600+600×高さ1000mm

110,477円
・間口700+700×高さ1200mm

ファンセル5型ファンセル5型

161,700円
141,892円
136,054円
121,622円

（税込）特価価格

（税込）特価価格

標準工事45,000円より
308,000円

270,270円

259,160円

231,660円

47.5％off47.5％off

47.5％off47.5％off 47.5％off47.5％offアルミ階段付

43%off43%off

43%off43%off

40%off40%off

42%off42%off

47.5%off47.5%off

43%off43%off

35%off35%off

35%off35%off

ニュータウンリードⅡ型65%offニュータウンリードⅡ型65%off

50%off50%off

エルファード1型片面
H1600タイプ
※W1992mm
・基本用1スパン㋱158,100円を

㋱140,500円を
99,129円
88,094円

275,316円

特価本体（税込）

・連結用1スパン

※3スパン分 5976mm

ハイパーテイション4型
H1500タイプ
・基本用1スパン㋱95,000円を

※3スパン分 3660mm

㋱83,300円を
62,700円

172,656円

特価本体（税込）

54,978円
・連結用1スパン

オルネ横格子オルネ横格子

標準工事59,400円より

㋱577,170円を
・間口1.5間(2727)

木彫ラミネート横格子 塩ビデッキ材柱建て
※出幅3尺(870mm)

303,014円
㋱651,750円を
・間口2.0間(3636) 342,169円

特価本体（税込）

標準工事44,000円より

㋱203,170円を
・間口1.5間(2727)
※出幅3尺(870mm)

106,664円
㋱217,690円を
・間口2.0間(3636) 114,287円
㋱383,350円を
・間口3.0間(5454) 201,259円
㋱438,350円を
・間口4.0間(7272) 230,134円

（税込）特価価格

標準工事63,000円より

㋱381,590円を
・間口1.5間(2727)
※出幅3尺(870mm)

※出幅3尺(870mm)

※出幅5尺(870mm)

200,335円
㋱431,860円を
・間口2.0間(3636) 226,727円
㋱510,290円を
・間口2.5間(5454) 267,922円
㋱637,200円を
・間口3.0間(7272) 334,530円

シャトレナ1型 高さ1000mm

W1998mm
・基本用1スパン

・連結1スパン 23,351円
27,179円

特価本体（税込）

ハイパーテイション6型
H1500タイプ
・基本用1スパン㋱80,400円を

・連結用1スパン

※3スパン分 3660mm

㋱68,700円を
53,064円
45,342円

143,748円

特価本体（税込）

エルファード4型片面
H1600タイプ
※W1992mm
・基本用1スパン㋱169,400円を

・連結用1スパン
106,214円
94,677円

295,568円

特価本体（税込）

※3スパン分 5976mm

㋱151,000円を

特価本体（税込）

124,961円
・間口700+700×高さ1200mm

135,366円
・間口800+800×高さ1400mm

AA TSI型AA TSI型LIXIL

特価本体（税込）

61,509円
・間口600+600×高さ1000mm

66,086円
・間口700+700×高さ1200mm

プレスタ2型プレスタ2型LIXIL

LIXILLIXIL

LIXIL

特価本体（税込）

82,952円
・間口700+700×高さ1000mm

93,548円
・間口800+800×高さ1200mm

ライシス9型ライシス9型LIXIL

三協アルミ

左右どちらからでも開閉可能
ダブルオープンタイプ

左右どちらからでも開閉可能
ダブルオープンタイプ

ライアーレライアーレ
スライディングゲートスライディングゲート

439,652円
809,520円

・片開き
2405mm
・片開き
2405mm
・両開き
2805mm
・両開き
2805mm

102,300円
479,010円
490,048円

114,840円
・両開き
4705mm
・両開き
4705mm 186,780円

（税込）本体特価価格
㋱356,580円を

①たて格子ユニット：直線タイプ1型(W12タイプ)
　H15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68,100円
②中間・端部用柱(たて格子1型用)
　H15×2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,200円×2
③証明
　PD12型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,900円
④証明・インターホン台座
　AT-D×2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,600円×2
⑤表札
　AT-SIN・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円
⑥ポスト
　SWE-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円
⑦ポスト台座
　AT-PD-SW・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,200円

227,498円

三協アルミエルファード片面

四国ハイパーテイション木樹脂全品43％OFF三協アルミ・リクシル門扉

（047）374-8883

GARADIA
ガレーディア

車庫として倉庫として連棟可能な
スタンダードガレージ

71,597円
77,141円
102,696円

本体組立て費28,600円より（税込）

25%off
32%off

35%～25%off

662,475円
536,250円
321,750円
279,675円
233,475円
240,900円
197,175円

特価本体（税込）

40%off40%off
ナイソー

シスターズ

シンプリー

全サイズ全種類

・096E 間口900
×奥行580mm

※高さ1903mm

64,328円

・MJX-097E 間口900
×奥行755mm 50,050円

・NXP-25ST 間口1790
×奥行1370mm 150,348円・NXP-36ST 間口2630×奥行1370mm 184,008円
・NXP-32ST 間口1790
×奥行1790mm 172,788円・NXP-60ST 間口2630×奥行2210mm 240,856円
・NXP-40ST 間口2210
×奥行1790mm 183,260円 NXP-94HT 間口3580×奥行2630mm 370,260円

・NXN-25S 間口1790
×奥行1370mm 107,602円・NXN-60S 間口2630×奥行2210mm 182,776円
・NXN-21S 間口2210
×奥行950mm 109,813円・NXN-55S 間口3050×奥行1790mm 181,302円
・NXN-36S 間口2630
×奥行1370mm 136,345円・NXN-80S 間口3050×奥行2630mm 233,629円 ・MJX-116E 間口1100

×奥行615mm 50,050円
・MJX-137E 間口1320
×奥行755mm 57,915円
・MJX-159E 間口1520
×奥行905mm 70,070円
・MJX-176E 間口1740
×奥行615mm 65,780円
・MJX-197E 間口1940
×奥行755mm 77,935円
・MJX-219E 間口2160
×奥行905mm 92,235円

・SMK-25S 間口1880(1.48帖）
×奥行1300mm
・SMK-36S 間口1880(2.14帖）
×奥行1880mm
・SMK-32S 間口2460(1.94帖）
×奥行1300mm
・SMK-47S 間口2460(2.8帖）
×奥行1880mm
・SMK-58S 間口3040(3.46帖）
×奥行1880mm
・SMK-110Ｈ 間口3620(6.68帖）
×奥行3040mm
・SMK-150Ｈ 間口4920(9.06帖）
×奥行3040mm

・117Ｅ 間口1100
×奥行720mm 79,288円
・136E 間口1320
×奥行580mm 79,288円
・157Ｅ 間口1520
×奥行720mm 97,240円
・179E 間口1740
×奥行920mm 120,428円
・219Ｅ 間口2160
×奥行920mm 142,120円

・2142S 間口2130
×奥行4275mm

※1台タイプGRN

254,320円
・2647S 間口2630
×奥行4775mm 294,712円
・3152S 間口3130
×奥行5275mm 335,104円
・3657S 間口3630
×奥行5775mm 395,692円
※本体組立て64,900円より基礎ブロック1段64,735円より

特価本体（税込）

特価本体（税込）

・2647SL-2 間口2630
+2630×奥行4775mm

※2台タイプGRN

509,388円
・2621・52SSL-2 間口2630
+2130×奥行5275mm508,992円
・3126・52SSL-2 間口3130
+2630×奥行5275mm559,504円
・3157SL-2 間口3130
+3130×奥行5775mm600,644円
※本体組立て96,800円より基礎ブロック1段92,180円より

特価本体（税込）

特価本体（税込）

特価本体（税込）

特価本体（税込）

++
プラスプラス

ネクスタ+プラスネクスタ+プラス

ヌレエンヌレエン
ニューマックスポートIIRミニニューマックスポートIIRミニ 間口1800mm　

㋱53,000円を　間口2167mm　
㋱135,600円を　

※奥行1800mm※奥行1800mm

間口2882mm　
㋱146,100円を　
間口5027mm　
㋱194,500円を　

34,980円
間口2700mm　
㋱79,400円を　

52,404円
間口1800mm　
㋱66,300円を　

43,758円
間口2700mm　
㋱99,400円を　

65,604円

特価本体（税込）特価本体（税込）

特価本体（税込）特価本体（税込）

※アルミタイプ

※木樹脂タイプ

本体組立て費14,300円（税込）より

新商品全品32％OFF

ネクスタ全品33％OFFネクスタ全品33％OFF
35%off35%off

32%off32%off※高さ1903mm※高さ1903mm

　　　　　　

52%off

二重構造ホコリ湿気をガード二重構造ホコリ湿気をガード

断熱材標準装備断熱材標準装備
内壁・天井には断熱材・耐水性・耐衝撃性・耐薬品性に
優れた材料エペランを採用。収納物をしっかり守ります。

※サイド扉窓オプション

※送料別途

2台タイプ

1台タイプ

〈価格例〉

❹洗練されたデザイン
ボリュームのある屋根回りで重厚感を出し
換気扇はアルミの押出し形材と一体化したデザイン。

❷サビに配慮
サビやすいシャッター水切りストラットをアルミ製に
してサビの発生を抑えています。

❶滑りの良さがいつまでも
シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押出し
形材を採用。開閉時の滑りや消音効果をポリエチレ
ン樹脂製のカバー採用。

❸防犯性に配慮
シャッター錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用。

光あふれるお庭リゾートで
家族とやさしい空間を
お部屋感覚のガーデンルーム

人工木樹脂デッキ床付仕様

特価本体（税込）※出幅6尺(1878mm)

949,287円（税込）949,287円（税込）

・間口1.5間 ㋱1,083,350円を

正面 腰パネル サイデングパネル
上部4枚引違い高窓サッシ

片側 腰パネル サイデングパネル

片側 折りたたみ戸
上部2枚引違い高窓サッシ

834,180円（税込）834,180円（税込）

腰パネルや袖パネルの自由な組み合わせにより
お子様の遊び場から大人のくつろぎ空間等

色々な用途をお楽しみください。

二階にも設置できます

三協アルミガーデンルーム
ハピーナ
happina

30%off

・間口2.0間 ㋱1,232,840円を

本体組立て取付け費 140,800円より

リラリラ

82,005円82,005円
92,950円92,950円

・間口1.5間(2749)mm

※本体組立て費30,800円より

※出幅2尺・4尺有り 本体取付け費30,800円より

躯体すき間カバーはオプション躯体すき間カバーはオプション

レボリューD
独立式テラス

50%off50%off 50%off50%off

164,423円
153,148円
145,915円
133,238円

本体組立て費41,800円より（税込）

266,255円
234,080円
230,010円
200,420円

本体組立て費48,400円より（税込）

52%off

50%off

50%off

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）73,700円
58,740円

40,040円
24,860円

・一段用11,000円より
・二段用22,000円より

柱取付け金具付

特価本体（税込）

特価本体（税込）特価本体（税込）

※出幅4尺(1303mm)

※出幅4尺(1253mm)※出幅4尺(1253mm)

※出幅3・5・6～15尺まで有り 本体取付け費30,800円より※出幅3・5・6～15尺まで有り 本体取付け費30,800円より

・間口1.5間
(2754mm)
・間口1.5間
(2754mm)

94,215円
・間口2.0間(3658)mm

103,400円
・間口1.5間(2749)mm

特価本体（税込）
※出幅6尺(1903mm)

104,445円
・間口2.0間(3658)mm

116,655円
45%off

※本体取付け費28,600円より

特価本体（税込）
・間口1.5間(2730mm)
㋱220,100円を　

149,980円
133,161円

・間口2.0間(3640mm)
㋱247,900円を　

※出幅1.25m

特価本体（税込）

150,695円・間口1.5間(2730mm)
㋱249,100円を　

169,945円・間口2.0間(3640mm)
㋱280,900円を　

※出幅2.0m

彩風C型彩風C型

収納時収納時

LIXIL
安心の耐風圧強度
通常の風雨で
キャンバスを収納
する必要がありません。

※出幅2尺～15尺まで有り 本体取付費38,500円より

特価本体（税込）

168,960円
71,861円71,861円

特価本体（税込）特価本体（税込）※出幅3尺(994mm)※出幅3尺(994mm)
・間口1.5間(2754mm)・間口1.5間(2754mm)

・間口2.5間
(4572mm)
・間口2.5間
(4572mm)108,451円108,451円

・間口2,0間
(3663mm)
・間口2,0間
(3663mm) 86,909円86,909円 ・間口3.0間

(5481mm)
・間口3.0間
(5481mm)134,165円134,165円・間口1.5間(2775mm)

㋱307,200円を　

200,695円・間口2.0間(3696mm)
㋱364,900円を　

※出幅4尺(1354mm)

特価本体（税込）

187,440円・間口1.5間(2775mm)
㋱340,800円を　

223,795円・間口2.0間(3696mm)
㋱406,900円を　

※出幅6尺(1954mm)

㋱149,100円を　
・間口2.0間(3663mm)・間口2.0間(3663mm)
㋱169,000円を　

84,975円84,975円
97,570円97,570円

※出幅2尺・3尺有り 本体取付け費31,900円より

特価本体（税込）特価本体（税込）※出幅4尺(1294mm)※出幅4尺(1294mm)
・間口1.5間(2754mm)・間口1.5間(2754mm)
㋱154,500円を　
・間口2.0間(3663mm)・間口2.0間(3663mm)
㋱177,400円を　

174,020円
143,605円

123,750円
148,665円

特価本体（税込）

特価本体（税込）

㋱225,000円を　

㋱270,300円を　

㋱261,100円を　

本体取付費35,200円より
㋱316,400円を　

木調ラッピングパーゴテラス木調ラッピングパーゴテラス
ナチュレナチュレ

ポリカー屋根

・間口1.5間(2747)mm
 ×出幅3尺(978mm)
※取付工賃63,800円

特価本体（税込）

611,380円

屋根置き晴れもようⅢR屋根置き晴れもようⅢR

レボリューR2階設置型レボリューR2階設置型

レボリューR柱なしレボリューR柱なし レボリューF柱なしレボリューF柱なし

床は塩ビデッキ材 正面手スリ付

55%off55%off

※出幅2尺～15尺まで有り 本体取付費31900円より

特価本体（税込）

74,470円・間口1.5間(2787mm)
㋱135,400円を　

90,640円・間口2.0間(3696mm)
㋱164,800円を　

※出幅3尺(1027mm)

特価本体（税込）

90,310円・間口1.5間(2787mm)
㋱164,200円を　

111,265円・間口2.0間(3696mm)
㋱202,300円を　

※出幅5尺(1627mm)

パーゴラタイプ

三協アルミ

三協アルミ

50%off

50%off
おしゃれおしゃれシャルレシャルレ

シャープ
な曲面

シャープ
な曲面

ガーデンルーム販売台数千葉県No.1 アフターサービス5年間無料！！ アフターサービス5年間無料！！2021年特別セール2021年特別セール自社責任施行で安心

新商品

新商品

新商品

品
商
新

オルネオルネ
オルネ縦格子オルネ縦格子

格子はストレートタイプ屋根置式格子はストレートタイプ屋根置式
970970

（税込）（税込）

（税込）（税込）

更に今回チラシ特価より更に今回チラシ特価より 本日より20日間限り


