
【フリーダイヤル受付】　9：00～18：00　 相談無料・現地調査無料・見積無料相談無料・現地調査無料・見積無料

   【メール】info@nshc.co.jp　　【HP】http://nshc.co.jp/

自社責任工事 　 追加料金なし安心見積り 　 相見積り歓迎　  保証期間設定・定期点検自社責任工事 　 追加料金なし安心見積り 　 相見積り歓迎　  保証期間設定・定期点検

フリーダイヤルでもご相談受付中 !! お気軽にお問合せください♪フリーダイヤルでもご相談受付中 !! お気軽にお問合せください♪フリーダイヤルでもご相談受付中 !! お気軽にお問合せください♪フリーダイヤルでもご相談受付中 !! お気軽にお問合せください♪

外　構　災害に強い家に

水廻り設備や内装工事はもちろん、増改築・屋根・外壁など
外構工事も承ります。水廻りの修理もお気軽にご相談ください！！

DIY 派の皆様に大人気！！ 商品のみのご注文も承ります！！
内装材 ・ インテリア等、 定価の 50％~70％でご提供！！

しっかり
三回塗り
工程‼

しっかり
三回塗り
工程‼

※工事費込みの価格は現場の状況により変動することがございます　※掲載されている写真はイメージです　※掲載価格はすべて税抜表示です

京都市南区吉祥院石原長田町 1-1-1-115
建設業許可 / 国土交通大臣許可：第 24110 号

日本総合ホームセンター ㈱
京都店 /
日本総合ホームセンター ㈱
京都店 /
日本総合ホームセンター ㈱
京都店 /
日本総合ホームセンター ㈱
京都店 / フリーダイヤルフリーダイヤル

0120-390-6880120-390-6880120-390-6880120-390-688
TEL ： 075-748-7691　FAX ： 075-748-7692

♡
♡
♡

外壁シリコン塗装外壁シリコン塗装
屋根遮熱シリコン塗装屋根遮熱シリコン塗装

\150,000～\150,000～\150,000～\150,000～50㎡50㎡

\500,000～\500,000～\500,000～\500,000～

足場・洗浄・下地処理・
下塗り・中塗り・上塗り

内　装　下記以外の工事もお気軽にご相談ください♪

クロス貼りクロス貼り フローリング張りフローリング張り

和室→洋室和室→洋室 玄関収納玄関収納

6帖：壁・天井6帖：壁・天井

\65,000～\65,000～\65,000～\65,000～

6帖6帖

6帖：壁・天井・床・クロゼット6帖：壁・天井・床・クロゼット

\370,000～\370,000～\370,000～\370,000～ Panasonic 製品など

\65,000～\65,000～\65,000～\65,000～

50 ～5550 ～55
定価より

色・柄豊富！！色・柄豊富！！ カラー豊富！！

リフォームの
ご相談はこちらまで♪

エクステリア　　 快適な外回り・窓廻りに

スレート屋根・瓦屋根に対応！！スレート屋根・瓦屋根に対応！！

陸屋根塗装陸屋根塗装
シート防水50㎡シート防水50㎡

スレート

金属屋根

和瓦

スレート

金属屋根

和瓦

\400,000～\400,000～\400,000～\400,000～

屋根葺き屋根葺き \7,300～／㎡\7,300～／㎡\7,300～／㎡\7,300～／㎡

\8,400～／㎡\8,400～／㎡\8,400～／㎡\8,400～／㎡

\12,000～／㎡\12,000～／㎡\12,000～／㎡\12,000～／㎡
※上記は本体工事のみの価格です。 現場状況に応じて別途費用が発生する場合がございます。

大工・設備職人
営業スタッフ
募集中 !!

大工・設備職人
営業スタッフ
募集中 !!

大工・設備職人
営業スタッフ
募集中 !!

大工・設備職人
営業スタッフ
募集中 !!

0120-
390-688

0120-
390-688

0120-
390-688

0120-
390-688

現在ご契約数多数に伴う店舗
拡大につき、上記スタッフを募集
中です。活躍の場が常にある
当社に興味のある方、こちらの
フリーダイヤルまで、まずは
お電話ください‼

現在ご契約数多数に伴う店舗
拡大につき、上記スタッフを募集
中です。活躍の場が常にある
当社に興味のある方、こちらの
フリーダイヤルまで、まずは
お電話ください‼

外壁サイディング外壁サイディング

\5,900～／㎡\5,900～／㎡\5,900～／㎡\5,900～／㎡
色・柄豊富！！

金属サイディングなら
耐震性・通気性も

大きくUP！！

省
エ
ネ
ガ
ス
給
湯
器
商品代
のみ
商品代
のみ

エコジョーズエコジョーズ

20号　20号　GT-C2062SAWX-BL　GT-C2062SAWX-BL　

GT-C2462SAWX-BLGT-C2462SAWX-BL24号24号

【壁掛オート】リモコン2台・追いだき付【壁掛オート】リモコン2台・追いだき付

メーカー7年保証無料サービス！！メーカー7年保証無料サービス！！ 73

\95,040\95,040\95,040\95,040

\100,980\100,980\100,980\100,980

16号　16号　GT-C1662SAWX-BL　GT-C1662SAWX-BL　\87,480\87,480\87,480\87,480

定価より

50
定価より

玄関ドア玄関ドア リフォーム
シャッター
リフォーム
シャッター

50
定価より

テラス屋根テラス屋根 カーポートカーポート
50
定価より

50
定価より

商品代
のみ
商品代
のみ

【参考価格例】
 W1140×H1100の引違い窓
 希望小売価格￥41000
                  ⇓
 50％OFFで￥20500

取り付け簡単！！劇的快適！！
サイズ・カラー豊富！！

防 音防 音 断 熱断 熱 防 犯防 犯

50
定価より ＜お客様の声＞＜お客様の声＞

【ＢＥＦＯＲＥ】【ＢＥＦＯＲＥ】

【AFTER】【AFTER】

リフォーム
ローン

リフォーム
ローン

００金利金利 円円

支払い回数 1～36 回 （ヶ月） まで支払い回数 1～36 回 （ヶ月） まで支払い回数 1～36 回 （ヶ月） まで支払い回数 1～36 回 （ヶ月） まで

支払い回数 42～120 回 （ヶ月） まで支払い回数 42～120 回 （ヶ月） まで支払い回数 42～120 回 （ヶ月） まで支払い回数 42～120 回 （ヶ月） まで

支払い回数 126～180 回 （ヶ月） まで支払い回数 126～180 回 （ヶ月） まで支払い回数 126～180 回 （ヶ月） まで支払い回数 126～180 回 （ヶ月） まで

金利 0円金利 0円金利 0円金利 0円

実質年率 1.5 ％実質年率 1.5 ％実質年率 1.5 ％実質年率 1.5 ％

実質年率 1.9 ％実質年率 1.9 ％実質年率 1.9 ％実質年率 1.9 ％
月々5000円以上のお支払いからご利用可能です

当社施工事例その1：Kさま邸LDKリフォーム当社施工事例その1：Kさま邸LDKリフォーム当社施工事例その1：Kさま邸LDKリフォーム当社施工事例その1：Kさま邸LDKリフォーム 当社施工事例その2：Hさま邸1F改装リフォーム当社施工事例その2：Hさま邸1F改装リフォーム当社施工事例その2：Hさま邸1F改装リフォーム当社施工事例その2：Hさま邸1F改装リフォーム
【ＢＥＦＯＲＥ】【ＢＥＦＯＲＥ】

【AFTER】【AFTER】

＜お客様の声＞＜お客様の声＞

＜費用約500万円＞＜費用約500万円＞ ＜費用約250万円＞＜費用約250万円＞

ペットと暮らす中で、
床の傷が目立ってきた
こともあり、LDK全体の
リフォームをご希望。

キッチンからの視線が抜けたことで家族との会話も
増え、 小さなペットの様子もよく分かるようになりま
した。 ペットに優しいフローリングにしたことで、 体の
負担を減らしてやれそうで良かったです。
キッチンは色々検討しましたが、シンプルな美しさが
際立つものにして本当に良かったです。 タイル・棚など
大工さんの技でオンリーワンのキッチンになりました♪
エコキュート導入後の床暖房がとにかく心地よくて、
辛かった冬がとても快適になりました。 コストパフォー
マンスもいいですね。

中古物件を購入して
リフォーム。 食堂スペー
スを広げ、 解放感の
あるダイニングキッチン
へのリフォームをご希望。

広々キッチンになり、 料理好きな主人に思いっきり腕をふるってもらえそうです。
カウンターでゆっくりと、出来立てのお料理に舌鼓を打つ時間が今から楽しみです。

スライム型のキュートなフォルムに一目惚れして、 思わず衝動買いした
ペンダント照明でしたが、 優しい木の風合いが溢れる空間にぴったり合いました。

明るくモダンな雰囲気になった玄関ホールもたいへん気に入っています。


