
今月のおすすめは、家事をラクにするテクノロジー“ラクテク”で暮らしをラクにする

「aRu-KoTo【あること】」は、Ｅ-ＳＴＹＬＥおすすめの商品をご紹介します。
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aRu-KoTo
Ｅ-ＳＴＹＬＥの想いは、「ずっと愛せる家であること」。

あ る こ と
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サラサラ
ワイド

シャワー水栓

ムシスルー
キャビネット

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

困りごとを、新しい使いやすさに。

リフォムス

1,030,000
メーカー希望小売価格
 1,472,364円（税込）を

6,300
■商品名／アラウーノSⅡ XCH1401WS
■現金販売価格／148,000円（税込）
●実質年利2.45% 固定金利
●クレジット利用金額／148,000円（税込）
●お支払回数(期間)／24回（2年）
●１回目分割支払金（初回）／6,903円（税込）
●２回目以降分割支払金（71回）／6,300円（税込）
●分割払手数料／3,803円（税込）
●お支払総額／151,803円（税込）

※ただし初回のみ　6,903円 (税込 )
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アラウーノSⅡ　XCH1401WS

Ｉ型255cm

※工事費は含みません
※ガスコンロは含みません
※食洗機付き

（税込）
円

5,150

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！

キッチン ●工事日数の目安≫２日
●基本工事費≫216,000円～（税込）

使
え
る
！

貯
ま
る
！

日本ガスグループでの
お買い物時は
1ポイント=2円分（税込）
でご利用できます！

1,000円分を900ポイントでおトクにゲット♪
県内企業様の商品券・食事券にも交換できます！

はエネちょポイントの付与数です。200円（税込）で１ポイント付与します。

エネちょポイント詳しくは

ほっとくリーンフード▶
全自動おそうじファンのラクするテクノロジーで、
面倒なファンのお手入れが10年に1回相当に！

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。

家計にやさしくリフォームできるのが嬉しい♪

リフォムス１６１６サイズ

あたたかさとは、やさしさです。

メーカー希望小売価格
 1,342,440円（税込）を

939,000（税込）
※工事費は含みません

円
4,695

16,600
※ただし初回のみ　19,226円 (税込 )
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お風 ●工事日数の目安≫7日　
●基本工事費≫432,000円～（税込）呂

保温
浴槽Ⅱ

スミピカ
フロア

スゴピカ
カウンター

おきラク
手すり15,300

※ただし初回のみ　22,289円 (税込 )
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トイレ ●工事日数の目安≫1日　●基本工事費≫21,600円～（税込）

アラウーノＳⅡ
XCH1401WS

※工事費は含みません
148,000（税込）円
740

メーカー希望小売価格
 211,680円（税込）を

泡で受けとめて、泡で洗う。

激落ち
バブル

トリプル
汚れガード

大：5.7L
小：4.0L

スキマレス
設計

※Panasonic調べ。
　使用状況によりお手入れ頻度は異なります。

◀スゴピカ素材
　（有機ガラス系）
水アカ汚れをはじく
スゴピカ素材。
汚れが付きにくく、
しかも丈夫。

◀お掃除水位モード
ボタンひとつで水位が下がる
ので、輪ジミのお掃除が
カンタンに。
（常時、水位を下げることは
できません。）

酸素美泡湯▶
酸素美泡湯で細かく分散したミクロのオイルが
お湯全体に広がり、全身をやさしく包みます。
手が届きにくい背中やヒジ・ヒザも、毎日入浴
するだけでうるおいケア。お湯につかるだけで、
全身しっとり、つややかに。

び ほう ゆ



Ｅ-ＳＴＹＬＥ暮らしナビ

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。

●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。

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：2019/2/18～2019/3/31

3月4日：サッシの日
３（サッ）４（シ）の語呂合わせから、サッシメーカーである吉田工業（現 ＹＫＫＡＰ）によって制定されたものです。
この時期のサッシのお悩みと言えば『結露』。拭き掃除が大変なだけではなく、カビやダニの発生源にもなったりと
健康にも気になりますよね。E-STYLEでは、サッシ・窓まわりのお悩みを解決するアイテムを取り揃えています。
現在、「あったかホームキャンペーン」も実施中ですので、まずはお気軽にご相談ください！

チラシ以外の商品も
取り扱っております

※50音順

実際に見て、体感してください

鹿児島市紫原6-17-2
099-837-9916

■開館時間 /9:00 ～ 17:30
■休館日 /日曜・祝日・年末年始・お盆

日本ガスグループの
ショールーム

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。

満足

86.3%

やや満足
11.0% 見積り・相談・施工・取り扱い説明まで非常に

丁寧に対応していただきました。
今後のアフターサービスも期待しております。
ありがとうございました。
（鹿児島市　Jさま）

86.3%

メーカーの
ショールーム

■パナソニックリビングショウルーム鹿児島

鹿児島市新栄町18-2
099-255-5335

■開館時間 /10:00 ～ 17:00
■休館日 /水・木

「外でもドアホン」と「戸建住宅用宅配ボックス COMBO」があれば、いつでもどこでもスマホで応対可能！
映像が高精細でキレイ。外出先でもスマホで来客応対できる

外でもドアホン

93,000
※工事費は含みません

（税込）
円 465

外出中でも在宅中でも、宅配便の受け取りはおまかせ！

戸建住宅用宅配ボックス
COMBO

52,000
メーカー希望小売価格 65,340円（税込）を
CTNR4010RSC

※工事費は含みません

（税込）
円
260

7,800
※ただし初回のみ　8,436円 (税込 )
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4,300
※ただし初回のみ　5,391円 (税込 )

2.45
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1

VL-SWH705KS
ブロードバンド
ルーター（別売）

インターネット

①ドアホンで
呼び出し ③コンボで

受け取り

※ドアホンと宅配ボックスは、単体でも
　ご使用いただけます。
※「外でもドアホン」をスマートフォンと連携
　させるには、インターネット環境が必要と
　なります。

南小前

南中前

南中学校

南小学校 ダイハツ

セブン
イレブン

オートバックス

パナソニックリビング
ショウルーム鹿児島

セット価格

145,000
※工事費は含みません

（税込）
円

725
6,100

※ただし初回のみ　8,426円 (税込 )
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②スマホで
応対

■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


