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わたしたちE-STYLEは、
お客様に３つのお約束をしています。

①お客様アンケートの実施
②工事保証書の発行
③定期アフターフォローの実施

E-STYLE ３つのお約束

※やむを得ない事情により、商品の内容等が予告なく変更となる場合があります。※賞品の換金及び権利の譲渡は出来ません。※賞品の交換、返金、返品などには応じかねます。

510,000

〈TOTO〉サザナ
HS Sタイプ　1616サイズ

2550

■商品名／TOTO サザナHS Sタイプ1616サイズ
■現金販売価格／510,000円（税込）
●実質年利2.45% 固定金利
●お支払回数(期間)／60回（5年）
●クレジット利用金額／510,000円（税込）
●１回目分割支払金（初回）／11,385円（税込）
●２回目以降分割支払金（59回）／9,000円（税込）
●分割払手数料／32,385円（税込）
●お支払総額／542,385円（税込）

※ただし初回のみ　11,385円 (税込 )
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■商品名／トクラス ベリー Lシリーズ I型255cm
■現金販売価格／540,000円（税込）
●実質年利2.45% 固定金利
●お支払回数(期間)／60回（5年）
●クレジット利用金額／540,000円（税込）
●１回目分割支払金（初回）／13,790円（税込）
●２回目以降分割支払金（59回）／9,500円（税込）
●分割払手数料／34,290円（税込）
●お支払総額／574,290円（税込）

※ただし初回のみ　13,790円 (税込 )
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〈トクラス〉ベリー
Lシリーズ I型255cm

※ただし初回のみ　11,420円 (税込 )
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〈クリナップ〉ラクエラ
グランドシリーズ I型255cm

メーカー希望小売価格 800,280円(税込)を

8,700
※ただし初回のみ　5,391円 (税込 )
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〈LIXIL〉PVシリーズ
PVN-755SY/VP1H+
MPV1-751YJU　幅75cm

※ただし初回のみ　9,904円 (税込 )
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LSAB-70AWN1B+LSAM-7VLSH
幅75cm

※ただし初回のみ　6,535円 (税込 )
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〈TOTO〉ピュアレストQR
　　　　　+アプリコットF1A
CS230BM#NW1+SH233BA#NW1
+TCF4713AK#NW1

※ただし初回のみ　7,120円 (税込 )
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〈Panasonic〉アラウーノSⅡ
XCH1401WS リモデル
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メーカー希望小売価格 138,240円(税込)を メーカー希望小売価格 145,584円(税込)を メーカー希望小売価格 211,680円(税込)を メーカー希望小売価格 243,648円(税込)を

メーカー希望小売価格 1,085,832円(税込)を
メーカー希望小売価格 1,146,528円(税込)を

〈ノーリツ〉シャンピーヌ
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※フェア特価とご成約特典については条件がございます。
●フェア特価：ガス展期間中（11月2日～18日）に会場で受付伝票にてお申込みいただき、成約期限内（11月2日～12月31日）にご成約のうえ、2019年2月末までに工事完了予定のお客様が対象となります。
●ご成約特典：ガス展期間中（11月2日～18日）に会場で受付伝票にてお申込みいただき、成約期限内（11月2日～12月31日）にご成約いただいたお客様が対象となります。

紫原会場では、さらにおトクな1台限りの展示現品処分品もご用意しています!!家族みんなで楽しめるイベントも盛りだくさん♪

は、紫原にでかけよう！

お買い得が
盛りだくさんの
2日間！

マークのついた商品は、山形屋会場にも展示がございます。（※山形屋会場でのお支払いには、毎月プランはご利用いただけません。）紫原会場では、掲載商品の他にも多数リフォーム商材を取り揃えております。
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は、エネちょポイントの付与数です。



リフォームのこと、私たちにお任せください。

お問い合わせは、当社まで。ご相談、お見積りは無料です。

Ｅ-ＳＴＹＬＥ暮らしナビ

ホームページでは、施工事例や、
最新のイベント情報などをご覧いただけます！

http://group.nihongas.co.jp/e-style/

E-STYLE　リフォーム

チラシ有効期限：2018/10/15～2018/11/18

11月2日：キッチン・バスの日
aRu-KoToでも紹介しているキッチンやお風呂。11月2日はキッチン・
バス工業会によって制定された「キッチン・バスの日」なんです！
kitchenの『K』とbathの『B』がそれぞれアルファベットの11番目と
2番目であることがこの日に制定した由来なんだそうです。
今年は11月2日から、日本ガスのガス展も催されます。
ぜひ足をお運びのうえ、キッチンやお風呂もご覧ください♪

チラシ以外の商品も
取り扱っております

※50音順

気持ちの良いリフォームをして頂き、大変満足を
しています。とても、うれしく思っています。
有がとう御座いました。
今後ともよろしくお願い致します。
（鹿児島市　Ｎさま）

ご好評いただいています！お客様の声

※2018年4月～8月の間にご回答いただいたアンケートのうち、総合評価で「満足」をお選びいただいた割合。

日本ガスさんへは良くして頂きました。
気持ちの良い人ばかりで助かりました。
色 と々相談に乗ってもらいたいです。
ありがとうございました。
（鹿児島市　Ｋさま）

満足

86.3%

やや満足
11.0%

86.3%

リフォームでポイント貯まる！使える！

＋ =
例えば…
100万円（税込）の工事なら、
5,000ポイントが貯まります！
※200円（税込）で1ポイント付与します。

工事日数：７日 工事日数：40日（※マンションを全面改装した日数です）

お風呂のお悩み
□カビや水アカが取れにくい…
□タイルのひび割れが気になる…

キッチンのお悩み
□コンロや換気扇のお掃除が大変…
□収納にしまっている物が
　出し入れしにくい…

鹿児島市 Ｎ様邸 鹿児島市 Ｍ様邸

年末なんてまだまだ…と思いますが、商品選びや工事日程の調整などをしていると、案外あっという間！
早めにご相談いただくことで、余裕をもってリフォームできますよ♪

毎日の家事に追われて、なかなか掃除する暇がない！そんなときには…
お掃除やお買い物など、日常の家事を
スタッフがお手伝いします。

お得な料金割引あります！
詳しくは当社までお問合せください。

注)当社指定提携クレジット会社とのクレジット契約となります。本チラシに
掲載している「毎月プラン」の支払金額は、指定の実質年率に基づいて算出
した手数料等により算定されます。※毎月プランお支払例は全て基本工事費
を別途として計算しています。※クレジット契約には、その他諸条件・審査等が
あります。審査によりお受けできない場合があります。※50,000円(税込)以上
の商品が対象となります。

さらに！

今なら
国から 補助♪15万円

※既築の場合。補助金には募集期間があり、
予算状況によって募集を終了する場合があります。

●表示価格は全て税込(8%)です。●各種リフォームローン等のお取り扱いもしております。
●掲載商品の仕様・価格は予告なく変更となる場合がございます。また、製造中止や品切れなどに
より取り扱いを中止する場合もございます。●掲載商品はイメージです。撮影のために用意した小物
等は商品には含まれておりません。●印刷につき、実際の商品の色合いと異なる場合がございます。
予めご了承ください。●設置する商品や、現場の状況により工事費用は異なります。現場調査の上、
お見積させていただきます。

エネファームのご契約には、
もっとお得な金利でご利用いただけます！

家計にやさしくリフォームできるのが嬉しい♪
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※鹿児島市外は出張費が必要となります。

■原良サービスショップ
■草牟田サービスショップ
■郡元サービスショップ
■ニチガスサービス
■日本ガス住設
■日本ガスエネルギー
■国分隼人ガス

☎（099）282-2192
☎（099）224-2018
☎（099）259-1313
☎（099）260-3055
☎（099）253-2600
☎（099）261-5000
☎（0995）43-6543


