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システムキッチン 

アレスタ壁付 I型（W2550） 
本体価格・定価 1,429,300 円を 

ユニットバス 

アライズ E（1616） 
本体価格・定価 986,720 円を 

283,700 円（税別） 

シャワートイレ 

アメージュ ZA リトイレ 
本体価格・定価 241,100 円を 

118,100 円（税別） 
※画像はイメージです 
※取付費、既存解体・処分費、電気設備・水道設備工事費は別途となります 
※広告に記載の特別価格の適応は2021年7月末までの納品に限らせていただきます 

 

洗⾯化粧台 

ピアラ（W750） 
本体価格・定価 232,100 円を 

96,000 円（税別） 

〒394-0082 ⻑野県岡⾕市⻑地御所⼆丁目 13 番 8 号 
https://www.kaneko-k.com/  E-mail︓info@kaneko-k.com 

プレアス LS リトイレ 
本体価格・定価 275,600 円を 

135,700 円（税別） 

中⾯にも⼤特価商品
多数掲載しています

シャワートイレ 

× LIXIL 

春の 

SAT. 

61% 
Off 

71% 
Off 

50% 
Off 58% 

Off 

51% 
Off 

552,900 円（税別） 

 雨天でも開催します 

場所/LIXIL松本ショールーム 

①10：00 ②11：30 ③13：00 
④14：30 ⑤16：00 

予 約 制  

Tポイントが貯まる！ 
工事金額200円(税抜)に
つき1ｐ付与※上限1万ｐ 

キ ャ ッ シ ュ レ ス
決済対応！ 
PayPay、電子マネー 
クレジットカードOK 

 

 



 

WEBからのご予約で 
特典があります！➡ 

※取付費、既存解体・処分費、電気設備・水道設備工事費は別途となります ※画像はイメージです 
※広告に記載の特別価格の適応は2021年7月末までの納品に限らせていただきます 

LIXIL松本ショールーム 松本市村井町南2-10-4 

広告掲載以外にまだまだ特価商品ございます‼ お問い合わせは⾦⼦⼯務店 0120-28-3504 まで 

＜外壁塗装＞ 
エスケープレミアムシリコン 
延床面積 30 坪のお家の平均的な 
外壁面積 165 ㎡の場合 

533,000 円（税別） 
※高圧洗浄・足場費用込み。 
※屋根・軒天・樋・庇は別途お

見積り致します。 
※塗装は LIXIL 商品ではありま

せん。 

外壁の色あせ、傷み 
気になっていませんか？ 

スタイルシェード(例:16520 窓用) 
本体価格・定価 33,500 円を 

21,000 円（税別） 

【ご来場特典①】 
我が家にピッタリのリフォームをイ

メージしやすい！お役立ちのLIXIL

リフォーム読本をプレゼント。 

【ご来場特典②】 
ご来場の記念品をプレゼント。 

【お見積り特典】 
当日見積り依頼をされたお客様に1,000円分のQUO

カードをプレゼント。 

会
場
ア
ク
セ
ス 

ソルディポート（2 台用） 
本体価格・定価 869,100 円を 

418,300 円（税別） 

＜積雪地対応カーポート＞ 
テリオスポートⅢ（2 台用） 
本体価格・定価 847,900 円を 

418,300 円（税別） 

＜積雪地対応カーポート＞ 

＜サンルーム＞ ＜⼈⼯⽊デッキ＞ 
レストステージ（2 間×6 尺） 
本体価格・定価 248,940 円を 
 126,000 円（税別） 

ナビッシュハンズフリー 
本体価格・定価 99,000 円を 

76,800 円（税別） 

＜キッチン⽤タッチレス⽔栓＞ 

仕事も遊びも“おうち時間”が多
くなった今、『新しい暮らし方』で
不便に感じていることはありま
せんか？おうち時間を安心・快適
に変えるリフォームは、今だけで

【新型コロナウイルス対策とお願い】  

 完全予約制にて、各時間の来場組数を制限してご案内いたします。

前日の２6日(金)までにＷＥＢまたはお電話でご予約ください。 

 マスク着用でのご来場をお願いいたします。 

 １組につき３名様以下でのご来場にご協力ください。 

 お子様のご来場はご遠慮ください。 

212,400 円（税別） 

リシェント引⼾P15 型(ﾗﾝﾏ無) 
本体価格・定価 447,000 円を 

＜リフォーム⽞関引き⼾＞ 

225,200 円（税別） 

リシェント片開きM83 型 
本体価格・定価 474,000 円を 

＜リフォーム⽞関ドア＞ 

51% 
Off 

50% 
Off 

52% 
Off 

換気に便利な 
採風タイプ 

52% 
Off 

＜宅配ポスト＞ 

155,700 円（税別） 

スマート宅配ポスト TB 
本体価格・定価 173,000 円を 

10% 
Off 

スピーネ（2 間×6 尺） 
本体価格・定価 228,800 円を 

103,000 円（税別） 

55% 
Off 

お電話でのご予約は 
0120-28-3504 まで 

二次元バーコードを読み取り 

予約フォームからご予約ください。 

57,800 円（税別） 

内窓インプラス 
（例：W1690×H2070） 
本体価格・定価 136,000 円を 

＜断熱内窓サッシ＞ 

57% 
Off 

30% 
Off 

・ガーデンルーム GF(1.5 間×6 尺) 
・樹ら楽ステージ(2.5 間×8 尺) 962,200 円（税別） 

＜ガーデンルームセット＞ 
本体価格・定価 1,374,360 円を 

28% 
Off 

22% 
Off 

サニージュ（1.5 間×6 尺） 
本体価格・定価 909,000 円を 

409,100 円（税別） 

4枚建てテラスサッシ・両袖FIX 

54% 
Off 

49% 
Off 

37% 
Off 

 

非対⾯で荷物が
受け取れる 
不在時も便利 

ヴィータスパネル ＜システム収納＞ 
押入れをリフォームして、ワークスペースや
趣味のスペース、家事コーナーなど自分専用
の空間を作ることが出来ます。棚やパイプを
自由自在に組み合わせてスペースを無駄な
く有効活用しましょう！ 

 

押⼊れが快適な
ワークスペース兼 
収納に変⾝ 

 

家族でおうち BBQ 
プライベートスペース
やキッズルームにもア
レンジできる 

 

触らないから 
汚れない 
節⽔・省エネ 

なく将来もきっ
と家族みんなの
ライフスタイル
をサポートする
ことでしょう。 

New Normal 

＜外付け⽇よけ＞ ＜テラス屋根＞ 


