
新春

☎099-253-2600
サティライフ紫原館リフォームガレージ：鹿児島市紫原6丁目17-2　

http://www.ngju.co.jp
月曜日～土曜日
8:30～17:30

●注意事項

●展示現品処分セールについて
・展示現品処分価格適用条件：期間中に会場にてお申し込みいただき、2018年2月末までに
ご契約かつ2018年3月末までに工事完了予定のお客様に限ります。
・現品限りにつき、色や仕様の変更等はできません。また現場調査の結果、お客様の現場に設
置が困難な場合は販売できない場合があります。
・展示や配送に伴う若干のキズや汚れ等がある場合があります。予めご了承下さい。その他、
詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。

・表記価格は全て税込です。
・表記価格には、商品の設置に必要な工事代等は含まれておりません。後日、現場調査の上、
お見積りいたします。

クリンレディクリンレディ

㋱希望小売価格
1,177,740円（税込）を

650,000円

下記の現品を1台限りの処分特価でご提供いたします。
★チラシ掲載以外にもお得な展示現品が多数あります。

2018年
年

2018年2018年
リリリリリリリリフフォォーームム商材商材材材年年年年リフォーム商材リフォーム商材

展示現品処分セール展示展示示示展展展示現品処分セール展示現品処分セール
早い者
勝ち！！
早い者
勝ち！！

会場：サティライフ紫原館会場：サティライフ紫原館
リフォームガレージリフォームガレージ

10:00～17:00まで開催10:00～17:00まで開催

新築・不動産相談会新築・不動産相談会床暖房体験会床暖房体験会

新築を建てたい方
土地を売りたい、買いたい方

ぜひご相談下さい。

㋱希望小売価格
1,146,528円（税込）を

378,000円

㋱希望小売価格
1,085,508円（税込）を

285,000円
〈取付工事費別〉

アライズアライズ
シャンピーヌシャンピーヌ
㋱希望小売価格
180,360円（税込）を

52,000円
〈取付工事費別〉 〈取付工事費別〉

プレアスプレアス

㋱希望小売価格
259,200円（税込）を

126,000円

LSタイプ

会場

同時開催同時開催

検索

サティライフ紫原館
リフォームガレージ

CLR4　リトイレCLR4　リトイレ

展示現品処分価格

展示現品処分価格 展示現品処分価格 展示現品処分価格

展示現品処分価格

【税込】

【税込】

【税込】 【税込】

【税込】

67％ＯＦＦ
44％ＯＦＦ

73％ＯＦＦ 71％ＯＦＦ

期間中お見積もり頂いたお客様に

期間中10万円以上（税込）ご成約頂いたお客様に、
100 万円以上（税込）・・・・・・・・・・・・20,000 円商品券
　50万円以上（税込）・・・・・・・・・・・・10,000 円商品券
　10万円以上（税込）・・・・・・・・・・・・・3,000 円商品券

システムキッチンシステムキッチン
1台限り1台限り

1台限り1台限り 1台限り1台限り 1台限り1台限り

1台限り1台限り
システムキッチンシステムキッチン

システムバスシステムバス 洗面化粧台洗面化粧台 トイレトイレ

51％ＯＦＦ

幅1616（1坪）タイプ　
Zシリーズ
幅1616（1坪）タイプ　
Zシリーズ

幅255cm
BクラスⅠ型　食洗機付
幅255cm
BクラスⅠ型　食洗機付

ベリーベリー
幅255cm
LシリーズⅠ型
幅255cm
LシリーズⅠ型

幅75cm幅75cm

日本ガス住設

日本ガス住設株式会社一級建築士事務所
建設業許可番号（特 -26）第 10573号　宅地建物取引業免許鹿児島（1）第 5935号

〈取付工事費別〉〈ガスコンロは別途〉 〈取付工事費別〉〈ガスコンロは別途〉

ご来場された
お客様全員に クオカード

500円分
プレゼント
500円分
プレゼント

見　本

特典

特典

特典

※数に限りがございます。お早目にご来店下さい。※数に限りがございます。お早目にご来店下さい。

食器用洗剤
プレゼント！！

商品券プレゼント！！

バス トイレ キッチン
5,000ポイントたまる！

山形屋・山形屋ストアで使える

1/ （日）21（土）20日 日
1,890ポイントP

1,425ポイントP

3,250ポイントP

630ポイントP260ポイントP

の付与ポイント数です。200円（税込）で1ポイント付与します。P



各種メーカーの商品を
取り扱っております。

チラシ有効期限/2018年1月20日・21日
メーカー順不同

2018/1

システムキッチン 家族みんなが使いやすいシステムキッチン

㋱希望小売価格815,400円（税込）を

378,000円
シエラ　Ⅰ型 幅255cmシエラ　Ⅰ型 幅255cm

〈取付工事費別〉
〈ガスコンロは別途〉

トイ レ

リフォームリフォームおすすめおすすめ 2日間限りの特価！2日間限りの特価！商材商材

◆一歩目から“ホッ” ◆断熱構造でずっとあったか

システムバス

〈取付工事費別〉

浴槽断熱材と高断熱のふろふた
で、抜群の保温力を発揮。

扉裏のポケットや引き出し内のシェルフから、
よく使う道具がラクな姿勢で取り出せます。

入った瞬間から心地よく、冬場も
ヒヤッとせずに快適。

エポックエポック

㋱希望小売価格
237,600円（税込）を

幅75cm幅75cm

109,000円109,000円

洗面化粧台

調理しやすく、収納しやすく
そして美しく使い易さにこだ
わったベーシックモデル

一日の疲れをストレスなく癒せる空間

朝の忙しい時間を使いやすさでお手伝い毎日清潔に保ちたい空間を使いやすさとシンプル設計でご提案

53％ＯＦＦ

54％ＯＦＦ

【税込】

【税込】

見積無料

YEAA075MAGC
+MBA0755KB
YEAA075MAGC
+MBA0755KB

㋱希望小売価格
382,320円（税込）を

244,000円

ネオレスト
CES9788M
ネオレスト
CES9788M

〈取付工事費別〉〈取付工事費別〉

お掃除もラクラクな組み
合わせトイレ

㋱希望小売価格
210,168円（税込）を

109,000円

48％ＯＦＦ

【税込】 【税込】

サザナSタイプ1616サザナSタイプ1616
㋱希望小売価格
1,159,380円（税込）を

（1坪） 541,000円
〈取付工事費別〉

53％ＯＦＦ
【税込】

36％ＯＦＦ アメージュZ
YBC-ZA10H+YDT-ZA180H+
CW-KA21リトイレ

アメージュZ
YBC-ZA10H+YDT-ZA180H+
CW-KA21リトイレ

汚さない・汚れにくいを
考えた新発想レンジフード 高断熱省エネスクリーン

高断熱省エネスクリーン

蜂の巣構造のスクリーンが窓辺の熱の出入りを防ぎます。レンジフード

汚さないという新発想、
オイルスマッシャー搭載

㋱希望小売価格
208,440円（税込）を 175,000円175,000円
OGR-REC-AP601
R/L SV
OGR-REC-AP601
R/L SV EWR-3R-AP601SVEWR-3R-AP601SV

低位置設計なので、汚れが
気になった時にサッとお掃除

㋱希望小売価格
143,640円（税込）を
㋱希望小売価格
143,640円（税込）を 123,000円123,000円【税込】 【税込】

20,300円20,300円【税込】

大変だったお掃除が
とにかくラクラクに！

お手入れしやすい機能が満載。

本体+取付工事費 本体+取付工事費

取付工事費別

〈取付工事費別〉

㋱希望小売価格
140,940円（税込）を

123,000円【税込】

機能性を追求したホーロー
洗面化粧台

ファミーユファミーユ

12％ＯＦＦ

〈取付工事費別〉

スッキリデザインでお掃除
しやすいタンク式便器

㋱希望小売価格
236,088円（税込）を

153,000円

35％ＯＦＦ

【税込】

ピュアレストQR
CS230BM+SH231BA+
TCF4713AK

ピュアレストQR
CS230BM+SH231BA+
TCF4713AK

便利な機能にシンプル
で使いやすいデザイン

セール
特価

セール
特価

セール
特価

セール
特価

セール
特価

セール
特価

セール
特価

セール
特価 価格

一例
セール
特価

ダブル・ハニカム（蜂の巣）
構造のスクリーンが、二
層の空気層を作り断熱効
果を発揮します。手軽に
セットして、冷暖房を節
約し、お部屋を快適な温
度に保ちます。

弊社の女子更衣室に『ハニカムサーモスクリーン』を設置しました。カーテンをつけて
いた頃は、夏は室内に入るたびに汗をかいてしまうサウナ状態、冬は朝晩、冷蔵庫のように
冷え切っていましたが、設置してからすぐに外気の熱や冷気を遮断しているのを感じま
した。光熱費も節約できて、採光もちょうどよく見た目もスッキリ想像以上でした。

断熱・省エネ効果を手軽に実現。美しく進化した新時代の
スクリーンの誕生です。

●表示価格は全て税込（8％）です。◯メ希望小売価格はメーカー希望小売価格の略称です。
●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。
●掲載写真はイメージです。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は異なる場合がございます。

セイキ販売ハニカムサーモスクリーン
スタンダードタイプW900×H700の場合

ここが
ポイント！

便器内の汚れや菌を
除菌水で分解・除菌

1,890ポイントP

1,220ポイントP

875ポイントP 615ポイントP

101ポイントP

545ポイントP 765ポイントP 615ポイントP 545ポイントP

2,705ポイントP

S-YBRﾇ075HXA(YWV)ﾙ-1+
KXS370GE-TN+
SIM-075M3AHNEA-1

S-YBRﾇ075HXA(YWV)ﾙ-1+
KXS370GE-TN+
SIM-075M3AHNEA-1

※サーモカメラの色温度
　オレンジ：約 21℃
　黄　　緑：約 16℃
　　　青 　：約 11℃
（撮影 平成 29年 2月）


