
・ 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！

●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

大阪エリア２店舗、 奈良エリア２店舗、
和歌山、 京都、 滋賀と７店舗で営業中！

※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
現場調査ご依頼ください　現場調査ご依頼ください　 0120-292-505フリーダイヤルフリーダイヤル0120-292-505フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル

●快適で安心 
●省エネで経済的

エコキュート
370ℓ

エコキュート
460ℓ

エコキュート本体のみでも OK! オール電化パック

HE-NS37KQSHE-NS37KQS HE-NS46JQSHE-NS46JQS

KZ-G32ASKZ-G32AS
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 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

【エポック】

W７５０ LED 三面鏡 開き扉

W900 LED 三面鏡 開き扉

システムキッチン 【ラクエラ】

W1800  スライド収納
￥５３７,800

【ステディア】

【Ｂｂ】

W1800  大引出し収納
¥586,600

【標準仕様】
人造大理石カウンター
マーブルシンク

お気軽に
ご相談ください

【ザ ・ クラッソ】

特別ご奉仕価格は

会場にて発表！

蛇口一体型浄水器

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

大特価大特価

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
スマートフードスマートフード

60cm60cm

７５cm７５cm

ⅡⅡ

60ｃｍ幅

大特価大特価

焼物温度調節（左右IH）
KZ-Ｇ32AS　オープン価格

ガスコンロガスコンロ

60ｃｍ幅

N3WQ6RWASKSI  希望小売価格 153,000 円

無水両面焼無水両面焼
オートグリル機能オートグリル機能

無水両面焼無水両面焼

ダブル高火力 & ダブルトロ火ダブル高火力 & ダブルトロ火

60ｃｍ幅

ガスコンロガスコンロ

60,680円

RS31W27U12DGVW 希望小売価格 164,000 円
オートグリル機能オートグリル機能

無水両面焼無水両面焼

ＩＨヒーターＩＨヒーター ＩＨヒーターＩＨヒーター トイレトイレ

60ｃｍ幅

70
%OFF

希望小売価格の

70
%OFF

希望小売価格の

40
%OFF

希望小売価格の

55
%OFF

希望小売価格の

63
%OFF

希望小売価格の

63
%OFF

希望小売価格の

60～6560～65
希望小売価格の

%OFF
他メーカーも
ご相談下さい
他メーカーも
ご相談下さい

金利 　円金利 　円毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額41.8 万円支払総額41.8 万円

円円
00

月々月々
6060回回 7,6637,663

金利 　円金利 　円毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額39.2 万円支払総額39.2 万円

円円
00

月々月々
6060回回 7,1867,186

　希望小売価格  ２１０,000 円

「アラウーノ１４１」

超節水超節水
５.５ℓ洗浄５.５ℓ洗浄
大５.５ℓ 小3.８ℓ大５.５ℓ 小3.８ℓ

日本総合ホームセンター

自社責任工事
現地調査無料・相談無料・見積無料

相見積り歓迎

保証期間設定・定期点検
追加料金なし 安心見積り

日本総合ホームセンター(株)日本総合ホームセンター(株)

■都島店 ： 大阪市都島区都島本通 4-15-13 tel06-7505-8506
■北大阪店 ： 大阪府箕面市白島 2-20-21    tel072-720-6732

受付時間 ： 10 ： 00 ～ 18 ： 00( 火曜 ・水曜定休日）
■奈良北店 ： 奈良県大和郡山市美濃庄町 346-7 tel0743-84-6345
■奈良南店 ： 奈良県吉野郡大淀町桧垣本 1426-2 tel0747-52-9100
■京都店 ： 京都市南区吉祥院石原長田町 1-1-1-115 tel075-748-7691
■滋賀店 ： 滋賀県東近江市五個荘山本町 347-18 tel074-826-4609

■和歌山店 ： 和歌山市和歌浦東 3 丁目 1-5  tel073-445-5477

URL　http://ｎｓｈｃ.co.jp 　e-mail　info@nshc.co.jp
建設業許可 ： 国土交通大臣許可　第 24110 号

 お得なオール電化パックがおすすめ お得なオール電化パックがおすすめ

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

※予算額は、 目安です。 現場の状況、
　仕様により変動します。
※予算額は、 目安です。 現場の状況、
　仕様により変動します。

http://nshc.co.jp/
日本総合ホームセンター

LINE お得な情報配信中

ザ ・ クラッソ」 × 「石目調」 で 
魅せる、 シックな大人の LDK へ
ザ ・ クラッソ」 × 「石目調」 で 
魅せる、 シックな大人の LDK へ

ダイニングとキッチンの間の壁が
LD の大きな窓からの採光を遮断
ダイニングとキッチンの間の壁が
LD の大きな窓からの採光を遮断

シックにまとめているが
暗く、 カウンターも
収納スペースがなく
散乱している
キッチンからリビングを見渡せない

シックにまとめているが
暗く、 カウンターも
収納スペースがなく
散乱している
キッチンからリビングを見渡せない

またぎやすい浴槽に！お掃除ラクラク
ほっカラリ床でお掃除もカンタンに！

浴槽への段差も高く入り辛い
タイルの床で滑りやすく掃除しにくい

BeforeBeforeBefore

カウンターの奥まで手が届くから
すみずみまで洗えてお掃除ラクラクに！

60cm を超える高さに狭い浴槽
水捌けも悪くカビも ・ ・ ・ ・

BeforeBeforeBefore

BeforeBeforeBefore

「ザ ・ クラッソ」 のクリスタルカウンター
白を基調に基調に明るいキッチンを演出

BeforeBeforeBefore
トイレ

BeforeBeforeBefore

入り口から奥まっているので、 
トイレ⇔洗面室への壁伝いの
手すりを設置。
全体に清潔感あるトイレに ！ 

出入口も狭く、
男性にはかなり窮屈。

BeforeBeforeBefore

手洗いカウンターでスッキリ
全体に白で統一して明るく
清潔感のあるトイレに変身！

黒タイルの壁面が暗く
圧迫感を与え落ち着かない

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

施 工 事 例

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！ お友達キャンペーン

Reform
AfterAfterAfter AfterAfterAfter

AfterAfterAfter AfterAfterAfter

AfterAfterAfter

AfterAfterAfter

システムキッチン お客様仕様にあったサイズ・デザインをご提案します！ 落着いた清潔感のある
トイレをご提案

お客様の入浴タイムをより快適なものに緻密なご提案します！システムバス

Reform

Reform

4141.8.8
万円～万円～4141.8.8
万円～万円～3939.2.2

万円～万円～3939.2.2
万円～万円～

66.5.5
万円～万円～66.5.5
万円～万円～

1717.6.6

.3.3 .5.5

万円～万円～1717.6.6

.3.3 .5.5

万円～万円～ 1616 .1.1
万円～万円～1616 .1.1
万円～万円～

55.5.5
万円～万円～55.5.5
万円～万円～3737.0.0

万円～万円～3737.0.0
万円～万円～

5050万円～万円～5050万円～万円～

1515万円～万円～1515万円～万円～

5,9005,900 円～ /m2円～ /m2

48,00048,00048,00048,000 円円円円

56,61056,61056,61056,610 円円円円 24,70024,70024,70024,700 円円円円

27,56027,56027,56027,560 円円円円

31,74531,74531,74531,745 円円円円

121,500121,500
108,900108,900

水なし両面自動焼き

1.2kw
RH

3ｋｗ
IH
3ｋｗ
IH

3ｋｗ
IH
3ｋｗ
IH

ＩＨヒーターＩＨヒーター

60ｃｍ幅

CS-G318MS     希望小売価格 213,000 円

大特価大特価

45,00045,00045,00045,000 円円円円 44,52044,52044,52044,520 円円円円

60,68060,68060,68060,680 円円円円7,3007,300 円 /m2円 /m2

8,4008,400 円 /m2円 /m2

12,00012,000 円 /m2円 /m2

洗面化粧台

ＬＥＤ/ 三面鏡 / 開き扉
W７５０   定価  ¥216,100

ＬＥＤ/ 三面鏡 / 開き扉
W750  定価  ¥141,000

【シーライン】

65
%OFF

希望小売価格の

65
%OFF

希望小売価格の

49,35049,350 円円

,
75,63675,636 円円

システムバス

HT-M60S(S)  希望小売価格 212,000 円

79
%OFF

希望小売価格の

45
%OFF

希望小売価格の

オートグリル機能オートグリル機能

2 口 IH＋ラジエントヒーター2 口 IH＋ラジエントヒーター

無水両面焼無水両面焼

115,500115,500115,500115,500

2222万円～万円～2222万円～万円～ 2828万円～万円～2828万円～万円～

68
%OFF

希望小売価格の

68
%OFF

希望小売価格の

ベーシックタイプ
１２１６サイズ

定価  ¥６９８,000

ベースプラン
１２１６サイズ

定価  ¥８９３,000

円円円円

「エプリィ」
「オフローラ」


