
【I さま邸サニタリー改修工事】【I さま邸サニタリー改修工事】

築 50 年近いお住ま
いは断熱性が低く、
毎日の洗面 ・ 入浴時
の寒さがお悩み。
広い洗面台や大きな
一枚鏡の雰囲気を変
えないリフォームをご
希望でした。

右手の物置を解体し、 洗面室を
拡張。 以前の雰囲気を残しつつ、
断熱性の高い、 寒い冬も安心な
洗面室 ・ 浴室になりました。

【施主さまのお声】
ずっと外置きだった洗濯機を洗
面室に置けるようになり、 家事
動線て大事だなぁ、 と再認識。
脱衣所の暖房機も快適で助かっ
ています。 収納スペースも比べ
物にならないくらい増え、 整理
整頓がしやすくて助かります。

【N さま邸キッチン改修工事】【N さま邸キッチン改修工事】

劣化してきたキッチ
ンを新調して、 明る
い雰囲気に変えたい
とご希望でした。

キッチンへの採光を妨げ
ている上部の戸棚と壁を
取り払うことで、 明るく開
放的なキッチンへと生まれ
変わりました。
気分が明るくなるイエロ
ーカラーのキッチンは、
LDK の主役としてたいへ
ん人気があります。

【施主さまのお声】
想像以上に明るくなって嬉
しいです。 収納が充実して
いるので吊り戸棚が減って
も問題ありませんでした。
ビルトイン食洗器を初めて
使いましたが、とても重宝し
ています。

【Y さま邸トイレ改修工事】【Y さま邸トイレ改修工事】

トイレをお洒落に
イメチェンしたいと
ご希望でした。

すっきりしたロータンクトイ
レと手洗い器のセットをお勧
めし、 クロスで雰囲気を変え
るご提案をしました。

【施主さまのお声】
階段下のデメリットを
全く感じさせない仕
上がりにびっくりです。
白・青・茶のコントラス
トがお気に入りです♪
色んなタイプのトイレ
を分かりやすく説明し
てもらえたことがとて
も参考になりました。
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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！！

大好評!! 特別金利大好評!! 特別金利大好評!! 特別金利大好評!! 特別金利

実質年率実質年率実質年率実質年率

支払い回数
      1 回～36 回まで
支払い期間
      1ヶ月～36ヶ月まで

支払い回数
      1 回～36 回まで
支払い期間
      1ヶ月～36ヶ月まで

支払い回数 42 回～120 回まで
支払い期間 42ヶ月～120ヶ月まで
支払い回数 42 回～120 回まで
支払い期間 42ヶ月～120ヶ月まで

1.51.51.51.5 ％％％％

※月5000円以上のお支払いの
　場合にご利用いただけます

リフォームローンリフォームローン 金利金利 実質年率実質年率実質年率実質年率 1.91.91.91.9 商品のみの販売も 大特価 で対応させていただきます !!商品のみの販売も 大特価 で対応させていただきます !!大特価大特価

創業20年以上の実績で価格に自信！！創業20年以上の実績で価格に自信！！

００円円 ％％％％
大岡大岡

支払い回数 126 回～180 回まで
支払い期間 126ヶ月～180ヶ月まで
支払い回数 126 回～180 回まで
支払い期間 126ヶ月～180ヶ月まで

自社責任工事だからできる価格還元！！ 自社責任工事だから、施工後も安心！！自社責任工事だからできる価格還元！！ 自社責任工事だから、施工後も安心！！

※イベント会場はLIXIL商品のみの展示となります　※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

取扱メーカー一例

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 !!

0120-292-5050120-292-505フリーダイヤルフリーダイヤル

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、まずはこちらの

フリーダイヤルまでご連絡ください‼

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、まずはこちらの

フリーダイヤルまでご連絡ください‼

リフォーム
　　シャッター
リフォーム
　　シャッター

カーポートカーポート門扉門扉

エクステリア　快適な窓廻り・外回りに　いずれもデザイン・カラー豊富!!

30
%OFF

希望小売価格の

30
%OFF

希望小売価格の

30～50
%OFF

希望小売価格の

簡単リフォームで
趣のある
エントランスに♪

台風時の備えや
防犯性 UP に♪

雨の日の乗り降り
も快適に。
頼もしい愛車
の友として
大活躍♪

商品代のみ

【フリーダイヤル受付】10：00～18：00　 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

【定休日】毎週火・水曜日　  【メール】info@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

建設業許可 / 国土交通大臣許可：第 24110 号

テラス屋根テラス屋根

45
%OFF

希望小売価格の
雨の日に備えた
ベランダへの
設置が人気。
窓廻りの劣化
防止の役割りも♪

外　構　災害に強い家に

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

50㎡50㎡

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

屋根葺き屋根葺き

※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。

外壁サイディング外壁サイディング 金属サイディングなら
耐震性・通気性も

大きくUP！！

♡
♡
♡

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
6帖：壁・天井6帖：壁・天井 6帖6帖

色・柄豊富！！色・柄豊富！！

玄関収納玄関収納和室→洋室和室→洋室
6帖：壁・天井・床6帖：壁・天井・床

6帖6帖
カーペット張りカーペット張り

色・柄豊富！！

室内建具室内建具 50～5550～55
%OFF

希望小売価格の

デザイン
豊富！！

デザイン
豊富！！

ダイケン・パナソニック・ノダ等、 人気の内装 ・
インテリア商材を多数取り扱っています。
商品のみのご注文も、 概ね定価の半額以下
にて絶賛承り中 !!

ダイケン・パナソニック・ノダ等、 人気の内装 ・
インテリア商材を多数取り扱っています。
商品のみのご注文も、 概ね定価の半額以下
にて絶賛承り中 !!

戸建て・マンション改装戸建て・マンション改装

間取り変更・増築間取り変更・増築

台所＋居間 ⇒ LDK台所＋居間 ⇒ LDK

50～5550～55
%OFF

希望小売価格の

￥55,000￥55,000 ￥65,000￥65,000 ￥75,000￥75,000

￥370,000￥370,000

￥5,900～／㎡￥5,900～／㎡

￥150,000～￥150,000～

￥400,000～￥400,000～

￥7,300～／㎡￥7,300～／㎡

￥8,400～／㎡￥8,400～／㎡

￥12,000～／㎡￥12,000～／㎡

フリーダイヤルフリーダイヤル

0120-292-5050120-292-5050120-292-5050120-292-505

しっかり
三回塗り
工程‼

しっかり
三回塗り
工程‼

足場・洗浄・下地処理・
下塗り・中塗り・上塗り

カラー豊富！！

￥500,000～￥500,000～

色・柄豊富！！

当社施工O邸当社施工O邸

当社施工O邸当社施工O邸

当社施工S邸当社施工S邸

当社施工H邸当社施工H邸

当社施工S邸当社施工S邸

当社施工事例紹介
当社ホームページに施工事例多数掲載しています。 リフォームの参考にぜひご覧ください。当社ホームページに施工事例多数掲載しています。 リフォームの参考にぜひご覧ください。

大阪市都島区都島本通 4-15-13
日本総合ホームセンター㈱
都島店／
日本総合ホームセンター㈱
都島店／
日本総合ホームセンター㈱
都島店／
日本総合ホームセンター㈱
都島店／

♡奈良南店/吉野郡大淀町桧垣本1426-2
♡滋賀店/東近江市五個荘山本町347-18
♡京都店/京都市南区吉祥院石原長田町1-1-1-1115‼

♡
♡
♡

♡
♡
♡

  北大阪店/箕面市白島2-20-21
♡和歌山店/和歌山市和歌浦東3-1-5
♡奈良北店/大和郡山市美濃庄町346-7

CS-G318MS
水無し両面焼きグリル
W60 ㎝
定価￥213,000

I H
クッキング
ヒーター

I H
クッキング
ヒーター

￥45,000￥45,000 大特価

ファミファミ

水無し両面焼きグリル
Ｗ60 ㎝
定価￥146,000

￥58,400￥58,400

マイトーンマイトーン ピアットピアット

￥117,500￥117,500￥60,680￥60,680

35
%OFF

希望小売価格の

￥24,700￥24,700

50
%OFF

希望小売価格の

63
%OFF

希望小売価格の

水無し両面焼きグリル
W60cm
定価￥164,000

ノーリツコンロ
メーカー5年保証

無料サービス
対象商品

ノーリツコンロ
メーカー5年保証

無料サービス
対象商品

大特価

マルチグリル
W60 ㎝
定価￥235,000

キッチン廻り　ちょこっとリフォームでグンと便利に♪

シングルレバー混合栓
クローレ　定価 38,000 円

玄関ドア玄関ドア

エコ内窓 インプラスエコ内窓 インプラス

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

防 音防 音 断 熱断 熱 防 犯防 犯

５0
%OFF

希望小売価格の

５0
%OFF

希望小売価格の

ドアロックしたまま
通風 OK タイプが超人気！！

蛇口一体型浄水器蛇口一体型浄水器

次世代住宅
ポイント

次世代住宅
ポイント

対象商品対象商品

スマート レンジフードⅡスマート レンジフードⅡ
60 ㎝ / ブラック
定価 83,100 円
60 ㎝ / ブラック
定価 83,100 円

￥33,240￥33,240

60
%OFF

希望小売価格の

エコキュート 商品代のみ

65
%OFF

希望小売価格の

オール電化パックの
ご相談もお待ちしております♪
オール電化パックの
ご相談もお待ちしております♪

各有名メーカー対応
いずれも大特価！！！
各有名メーカー対応
いずれも大特価！！！

次世代住宅
ポイント

次世代住宅
ポイント

対象商品対象商品


