
・一級建築士

・２級土木施工管理技士

・インテリア

　　コーディネーター

・マンションリフォーム

　　　　　マネージャー

・第一種電気工事士

・宅地建物取引主任者

有資格者 取扱いメーカー多数！日本総合ホームセンター㈱
京都市南区吉祥院石原長田町 1-1
　　　　桂川ハイツ 1 号棟 115 号

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

受付時間受付時間
【メール】info@nshc.co.jp

【HP】http://nshc.co.jp/

ご相談/見積りご相談/見積り 無料無料

午前９時～午後６時午前９時～午後６時 定休日 / 火曜 ・水曜定休日 / 火曜 ・水曜
まずはお気軽に☎お電話ください！まずはお気軽に☎お電話ください！

●ＴＯＴＯリモデルクラブ店●LIXIL リフォームネット加盟店●LIXILPATTOリフォームサービスショップ登録店●ＴＯＴＯリモデルクラブ店●LIXIL リフォームネット加盟店●LIXILPATTOリフォームサービスショップ登録店

工事内容により、
1～10年の保証期間
を設けております。

・手摺の取付
・床段差の解消
・洋式便器等へ

①お問い合わせ

②現場調査

③プランニング

④お見積書提出

⑤ご契約

⑥着工前打合せ

⑦近隣ご挨拶

⑧施工

⑨完工検査

⑩お引渡し

⑪アフター

　フォロー

安心の工事保証

介護保険申請代行

リフォームの流れ

奈良エリア２店舗、 大阪エリア２店舗、
和歌山、 京都、 滋賀と７店舗で営業中！
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※イベント会場ではございません※イベント会場ではございません※イベント会場ではございません

各種職人・営業スタッフ大募集
売上増加、さらなる業務拡大のため各種職人さん、
協力業者様、営業スタッフを大募集しています。

待遇応相談。詳細は面接にて。まずは気軽にお電話ください。

大工/設備/内装/屋根/塗装
電気/板金/外構/他
大工/設備/内装/屋根/塗装
電気/板金/外構/他 大募集大募集

マンションマンション 【After】【After】【After】【Ｂefore】【Ｂefore】【Ｂefore】

システムバスシステムバス 【After】【After】【After】

【Ｂefore】【Ｂefore】【Ｂefore】

大規模改修大規模改修 【After】【After】【After】【Ｂefore】【Ｂefore】【Ｂefore】

【After】
DK ・居間 ・廊下をあわせてＬＤＫに。
取れない柱は残しつつ、 明るく開放的な
くつろぎ空間に生まれ変わりました。
広い応接室や物入は駐車スペースになり
玄関アプローチもオープンに。
風呂 ・洗面 ・ トイレも広くなり、ＬＤＫから
の動線も回遊式で便利になりました。

【After】
DK ・居間 ・廊下をあわせてＬＤＫに。
取れない柱は残しつつ、 明るく開放的な
くつろぎ空間に生まれ変わりました。
広い応接室や物入は駐車スペースになり
玄関アプローチもオープンに。
風呂 ・洗面 ・ トイレも広くなり、ＬＤＫから
の動線も回遊式で便利になりました。

【After】
DK ・居間 ・廊下をあわせてＬＤＫに。
取れない柱は残しつつ、 明るく開放的な
くつろぎ空間に生まれ変わりました。
広い応接室や物入は駐車スペースになり
玄関アプローチもオープンに。
風呂 ・洗面 ・ トイレも広くなり、ＬＤＫから
の動線も回遊式で便利になりました。

【Before】
ＤＫと居間が分断された懐かしい間取り。
廊下のスペースが多く動線が長い印象。
対象的に風呂 ・洗面 ・ トイレはそれぞれ
の空間が狭くなっています。
応接室や物入は広いですが普段はあまり
使用しないのでなくてもよく、 それより
駐車スペースがほしい、 とのこと。

【Before】
ＤＫと居間が分断された懐かしい間取り。
廊下のスペースが多く動線が長い印象。
対象的に風呂 ・洗面 ・ トイレはそれぞれ
の空間が狭くなっています。
応接室や物入は広いですが普段はあまり
使用しないのでなくてもよく、 それより
駐車スペースがほしい、 とのこと。

【Before】
ＤＫと居間が分断された懐かしい間取り。
廊下のスペースが多く動線が長い印象。
対象的に風呂 ・洗面 ・ トイレはそれぞれ
の空間が狭くなっています。
応接室や物入は広いですが普段はあまり
使用しないのでなくてもよく、 それより
駐車スペースがほしい、 とのこと。

キッチンの壁をとり、Ｌ型キッチンで対面にキッチンの壁をとり、Ｌ型キッチンで対面にキッチンの壁をとり、Ｌ型キッチンで対面に壁で隔てられキッチンが閉鎖的で暗い壁で隔てられキッチンが閉鎖的で暗い壁で隔てられキッチンが閉鎖的で暗い

木目調の壁パネルと電球色の
ライトで落ち着いた雰囲気の浴室に
木目調の壁パネルと電球色の
ライトで落ち着いた雰囲気の浴室に
木目調の壁パネルと電球色の
ライトで落ち着いた雰囲気の浴室に

施工事例施工事例 戸建て ・ マンションのキッチン ・ お風呂 ・ 洗面所 ・ トイレをはじめ、 屋根 ・ 外壁 ・ エクステリア等、 リフォームの事例は弊社ホームページにも多数ございます戸建て ・ マンションのキッチン ・ お風呂 ・ 洗面所 ・ トイレをはじめ、 屋根 ・ 外壁 ・ エクステリア等、 リフォームの事例は弊社ホームページにも多数ございます

エクステリア
シャッター付窓シャッター付窓シャッター付窓玄関引戸玄関引戸玄関引戸

バルコニーバルコニーバルコニー

セカンドドアセカンドドアセカンドドア玄関ドア玄関ドア玄関ドア

３0～５0３0～５0３0～５0
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

外構
テラス屋根

「ソラリア」

テラス屋根

「ソラリア」

テラス屋根

「ソラリア」

カーポート

「レイナポート」

カーポート

「レイナポート」

カーポート

「レイナポート」

40～5040～5040～50
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

●快適で安心 ●省エネで経済的

エコキュート370ℓ

60～６560～６5
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

エコキュート
本体のみでも

393939.8.8.8393939.8.8.8万円～万円～万円～

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額３９.８万円支払総額３９.８万円

円円12,16212,162

オール電化パック

CHP-37AY2CHP-37AY2CHP-37AY2

リモコン付リモコン付リモコン付

他メーカーも
ご相談下さい
他メーカーも
ご相談下さい
他メーカーも
ご相談下さい

KZ-G32ASKZ-G32ASKZ-G32AS

ＩＨクッキングヒーターＩＨクッキングヒーター

＋

フルオートフルオート

標準工事費込標準工事費込

無水
両面
無水
両面 ６０ｃｍ幅６０ｃｍ幅

２口ＩＨ２口ＩＨ
＋＋

ラジエントラジエント

洗面化粧台

【キューボ】【キューボ】

【エポック】【エポック】

【シャンピーヌ】【シャンピーヌ】

60
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

５５
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

W600  一面鏡
（両サイド収納）
ＬＥＤ照明
（両サイド収納）
ＬＥＤ照明

W７５０  ワイド一面鏡W７５０  ワイド一面鏡

W900  三面鏡W900  三面鏡

7６,000円7６,000円

８４,000円８４,000円

W７５０ LED 三面鏡 開き扉W７５０ LED 三面鏡 開き扉

W900 LED 三面鏡 開き扉W900 LED 三面鏡 開き扉

９９,000円９９,000円

110,250円110,250円

32,940円32,940円 48,600円48,600円

7０
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の 7０
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

システムバス

【エブリィ】【エブリィ】

1216 サイズ　￥698,00068
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

【ユアシス】【ユアシス】

68
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

1216 サイズ　￥697,000

.....33333333333333333333333333.....3333333333333333333333333.................33333333333333333333333333333333333333333
円万円万万円万円円万円円円円円円円円～～～～～～～222222.3.3.3万円～万円～万円～

.3333333333333333333.333333333333333.....3333333333333333333333333333333
円円万万万円万円円円万円円万円円円万万万万万円万円万万円円万万円万円万万万万円万万円円円万万万万万万万円円円円～～～～～～～～～～222222.3.3.3万円～万円～万円～

システムキッチン

【ラクエラ】【ラクエラ】

70
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

【セクショナルキッチン】【セクショナルキッチン】

161616.1.1.1万円～万円～万円～

【Ｂｂ】【Ｂｂ】

W1800  スライド収納  \586,60070
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

..6666666666666666666666666..6666666....666666666666666666666666666666666666666666666666666666
万円円万円円円万円万円万円万万円万円万円円円円円円万円円円円万円万万円万円円円円円円円円万万万万円万万円万円円円円万円円円円円万万万万万円万万万円万万円円円円円円万円万万万万円円円万万万円円円円円万万万万万円円万万円万万万万円円円円円円円円万万万万万万万万円円円円円円円円円円万円万円万円万万円円円円円円万円万万円円円万円円円円円円万円万円円円円円円円円円万円万円円円円円円円円円円円～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～171717.6.6.6万円～万円～万円～

アパートや少住宅に適したキッチンアパートや少住宅に適したキッチン

まずはお気軽に
ご相談ください
まずはお気軽に
ご相談ください大特価大特価大特価大特価

※工事費込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
※掲載価格は税抜価格です

※工事費込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
※掲載価格は税抜価格です

※工事費込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
※掲載価格は税抜価格です

見積り見積りご相談ご相談 無料無料無料です！です！です！現場調査ご依頼ください　現場調査ご依頼ください　

フリーダイヤルフリーダイヤル0120-390-6880120-390-688フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル0120-390-6880120-390-688

パナソニック、 ダイケン等、
各メーカー取り扱っております
パナソニック、 ダイケン等、
各メーカー取り扱っております

３0～70３0～70３0～70
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

内装・インテリア

和室→洋室
・床下地＋フローリング
・天井、壁クロス貼替
・クローゼット扉

・床下地＋フローリング
・天井、壁クロス貼替
・クローゼット扉

..000000000000000000000000000000000000..00000000000000000000000000000000000.............00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
円円円万円万万円円円円円円円円円円円円円円万円円円円万円円万円円円円円円円円円円円円円～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～2727.0.0.0万円～万円～万円～標準工事費込標準工事費込

蛇口一体型浄水器

シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓

ミネラルそのまま
きれいな水をつくる
ミネラルそのまま
きれいな水をつくる

人気のスタイリッシュなデザイン
【クローレ】【クローレ】

２４,７00円２４,７00円大特価大特価大特価大特価

クロス貼替

６帖６帖 ...55555555555555...5555...5555555555555555555555555.5.5.5万円～万円～万円～標準工事費込標準工事費込

レンジフード

省エネ性とおそうじ性を追求省エネ性とおそうじ性を追求省エネ性とおそうじ性を追求
スマートフードスマートフードスマートフード

60cm60cm60cm

７５cm７５cm７５cm

ⅡⅡ

47,600円47,600円

54,800円54,800円

ガスコンロガスコンロ
60ｃｍ幅

ＩＨヒーターＩＨヒーター

希望小売価格￥213,000希望小売価格￥213,000

希望小売価格￥153,000希望小売価格￥153,000

水なし両面自動焼き

CS-G318MSCS-G318MS

48,000円48,000円

63
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

77
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

56,610円56,610円
N3WQ6RWASKSIN3WQ6RWASKSI

1.2kw
RH

3ｋｗ
IH

3ｋｗ
IH

3ｋｗ
IH

3ｋｗ
IH

無水両面焼グリル無水両面焼グリル

ダブル高火力 & ダブルトロ火ダブル高火力 & ダブルトロ火

オートグリル機能オートグリル機能

60ｃｍ幅

50
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

断熱断熱

防音防音

防犯防犯

エコ内窓「プラマードＵ」

外壁
外壁塗装外壁塗装

シリコンセラミック塗装シリコンセラミック塗装シリコンセラミック塗装

足場 ・ 洗浄 ・ 下地処理 （シーリング）
下塗り ・ 中塗り ・ 上塗り （三度塗り）

足場 ・ 洗浄 ・ 下地処理 （シーリング）
下塗り ・ 中塗り ・ 上塗り （三度塗り）

足場 ・ 洗浄 ・ 下地処理 （シーリング）
下塗り ・ 中塗り ・ 上塗り （三度塗り）

耐火性・耐久性に優れ

デザインも豊富耐火性・耐久性に優れ

デザインも豊富耐火性・耐久性に優れ

デザインも豊富

サイディングサイディング

現場調査・お見積りご依頼ください 屋根 塗装 / 葺き替え 　　
屋根塗装屋根塗装 屋根葺き屋根葺き

遮熱シリコン塗装遮熱シリコン塗装

スレート葺きスレート葺きスレート葺き

金属屋根葺き金属屋根葺き金属屋根葺き

和瓦葺き和瓦葺き和瓦葺き

５０㎡５０㎡５０㎡

現場調査・お見積りご依頼ください

商品のみの販売もＯＫ！自社施工だから工事も安心価格！
記載商品以外の各メーカー商品もお気軽にご相談下さい！
商品のみの販売もＯＫ！自社施工だから工事も安心価格！
記載商品以外の各メーカー商品もお気軽にご相談下さい！
商商商商商商商商商商商商商
記記

※イベント会場では TOTO 商品のみの展示となります※イベント会場では TOTO 商品のみの展示となります※イベント会場では TOTO 商品のみの展示となります

お持ちの携帯・スマホの
バーコードリーダーで
簡単にアクセスできます

お持ちの携帯・スマホの
バーコードリーダーで
簡単にアクセスできます

お持ちの携帯・スマホの
バーコードリーダーで
簡単にアクセスできます

http://nshc.co.jp/日本総合ホームセンター


