
VシリーズVシリーズ パナソニック エムラインパナソニック エムラインリクシル ＩＮＡＸ オフトリクシル ＩＮＡＸ オフト

写真はイメージです。写真はイメージです。

写真はイメージです。写真はイメージです。

BPシリーズBPシリーズ

リノビオ フィットリノビオ フィット

リノビオ Vリノビオ V

＋11,000円＋11,000円（税込）（税込）（税込）

■Tタイプ ■1116サイズ■Tタイプ ■1116サイズ

商品代 既存処分費取付工事費 消費税＋ ＋＋ 込み！！込み！！込み！！

商品本体代＋取付工事費（各配管・配線接続）
　　　　　　　　＋既存処分費＋消費税込すべて です。

リクシル シエラSリクシル シエラS

（税込） （税込）（税込） （税込）

410,000円410,000円 420,000円420,000円

商品定価 ¥560,450（税込）
■プロペラファン（戸建用）■プロペラファン（戸建用）

商品定価 ¥589,600（税込）
■ASRシロッコファン（マンション用）※1■ASRシロッコファン（マンション用）※1

（税込） （税込）（税込） （税込）

487,000円487,000円 500,000円500,000円

商品定価 ¥575,850（税込）
■プロペラファン（戸建用）■プロペラファン（戸建用）

商品定価 ¥605,000（税込）
■ASRシロッコファン（マンション用）※1■ASRシロッコファン（マンション用）※1

（税込） （税込）（税込） （税込）

482,000円482,000円 528,000円528,000円

商品定価 ¥646,690（税込）
■プロペラファン（戸建用）■プロペラファン（戸建用）

商品定価 ¥703,560（税込）
■平型シロッコファン（マンション用）※1■平型シロッコファン（マンション用）※1

（税込） （税込）（税込） （税込）

433,000円433,000円 466,000円466,000円

商品定価 ¥528,330（税込）

■プロペラファン（戸建用）■プロペラファン（戸建用）
商品定価 ¥589,600（税込）

■フラットスリムレンジフード（マンション用）※1■フラットスリムレンジフード（マンション用）※1

・3口コンロガラストップに変更＋47,000円(税込）

・フィルターレスレンジフードに変更（Ｗ750）＋83,000円(税込）

・スライドストッカー3段引出しに変更＋48,000円(税込）

・ワークトップ人造大理石に変更＋19,000円(税込）

・W1800に変更－20,000円(税込）

・W2400に変更＋37,000円(税込）

壁付Ⅰ型
開き扉プラン
W2100、D650
グループ１

壁付Ⅰ型
開き扉プラン
W2100、D650
グループ１

・3口コンロガラストップに変更＋47,000円(税込）

・フィルターレスレンジフードに変更（Ｗ750）＋83,000円(税込）

・スライドストッカー3段引出しに変更＋48,000円(税込）

・ワークトップ人造大理石に変更＋19,000円(税込）

・W1800に変更－20,000円(税込）

・W2400に変更＋37,000円(税込）

壁付Ⅰ型
開き扉プラン
W2100、D650
グループ１

壁付Ⅰ型
開き扉プラン
W2100、D650
グループ１

・3口コンロガラストップに変更＋47,000円(税込）

・フィルターレスレンジフードに変更（Ｗ750）＋83,000円(税込）

・ワークトップ人造大理石に変更＋19,000円(税込）

・W1950に変更－11,000円(税込）

・W2400に変更＋42,000円(税込）

・3口コンロガラストップに変更＋47,000円(税込）

・フィルターレスレンジフードに変更（Ｗ750）＋83,000円(税込）

・ワークトップ人造大理石に変更＋19,000円(税込）

・W1950に変更－11,000円(税込）

・W2400に変更＋42,000円(税込）
※上記商品差額のレンジフードはマンション用差額です。※上記商品差額のレンジフードはマンション用差額です。

※上記商品差額のレンジフードはマンション用差額です。※上記商品差額のレンジフードはマンション用差額です。

・3口コンロガラストップに変更＋85,000円(税込）

・スーパークリーンフードに変更＋83,000円(税込）

・２段引出しに変更＋48,000円(税込）

・W1800に変更－11,000円(税込）

・W2400に変更＋42,000円(税込）

・3口コンロガラストップに変更＋47,000円(税込）

・スーパークリーンフードに変更＋83,000円(税込）

・２段引出しに変更＋48,000円(税込）

・W1800に変更－11,000円(税込）

・W2400に変更＋42,000円(税込）

※上記商品差額のレンジフードはマンション用差額です。※上記商品差額のレンジフードはマンション用差額です。

・3口コンロガラストップに変更＋55,000円(税込）

・とってもクリーンフードに変更＋90,000円(税込）

・ワークトップ人工大理石に変更＋21,000円(税込）

・スライド収納プランに変更＋47,000円(税込）

・W1800に変更－15,000円(税込）

・W2400に変更＋37,000円(税込）

・3口コンロガラストップに変更＋55,000円(税込）

・とってもクリーンフードに変更＋90,000円(税込）

・ワークトップ人工大理石に変更＋21,000円(税込）

・スライド収納プランに変更＋47,000円(税込）

・W1800に変更－15,000円(税込）

・W2400に変更＋37,000円(税込）

＋62,000円
（税込）

＋62,000円正面＋コンロ側面の２面取付
※正面幅2400まで。他サイズもご相談ください。三面の場合は＋￥26,000（税込）となります。

※1 換気扇の標準仕様はプロペラファンとなります。レンジフードが外壁に接していない場合は、シロッコファンなどに変更が必要になります。

商品本体代＋取付工事費（各配管・配線接続、ドア枠）
　　　　　　　　　　　＋既存処分費＋消費税込すべて です。

◎1116サイズ
■Lパネル：ホワイト
■ツーハンドル壁付水栓 
■ドア額縁 ■折戸
■床：FRP ■FRP浴槽

●1116サイズ
■Lパネル：ホワイト
■ツーハンドル壁付水栓
■ドア額縁 ■折戸 
■床：FRP ■FRP浴槽

商品定価 ¥540,100（税込）

395,000円
（税込）395,000円
（税込）

■ドア額縁（メーカー仕様）■ドア額縁（メーカー仕様）■ドア額縁（メーカー仕様）

1216サイズに変更1216サイズに変更 ＋11,000円1216サイズに変更 ＋11,000円
＋6,000円＋6,000円アクセントパネル張（４色）アクセントパネル張（４色）アクセントパネル張（４色）

1216に変更 ＋33,000円1216に変更 ＋33,000円
※サーモバスSなし ー22,000円※サーモバスSなし ー22,000円

1216に変更 ＋33,000円1216に変更 ＋33,000円

■Eタイプ ■1116サイズ
■ドア額縁
■壁：アクセントパネル
※換気扇別途

■Eタイプ ■1116サイズ
■ドア額縁
■壁：アクセントパネル
※換気扇別途

商品定価 ¥911,520（税込）

商品定価 ¥667,700（税込）

473,000円
（税込）

473,000円
（税込）

579,000円
（税込）

579,000円
（税込）

商品定価 ¥892,100（税込）

1616サイズに変更 ＋105,000円1616サイズに変更 ＋105,000円

商品定価 ¥944,900（税込）

607,000円
（税込）

607,000円
（税込）

1316サイズに変更 ＋28,000円1316サイズに変更 ＋28,000円

TOTO サザナTOTO サザナ

戸建用戸建用
写真はイメージです写真はイメージです

※

1616サイズに変更 ＋116,000円1616サイズに変更 ＋116,000円
1317サイズに変更 ＋39,000円1317サイズに変更 ＋39,000円

617,000円617,000円
（税込）（税込）

商品定価 ¥947,980（税込）

■Tタイプ
■1116サイズ
■シャッターフタ
■ドア額縁
※換気扇別途

442,000円
（税込）

442,000円
（税込）

商品定価 ¥571,890（税込）
1216サイズに変更 ＋11,000円1216サイズに変更 ＋11,000円

■Tタイプ
■1116サイズ
■シャッターフタ
■ドア額縁
※換気扇別途

WＨシリーズWＨシリーズ

WTシリーズWTシリーズ

WYシリーズWYシリーズ

商品定価 ¥722,590（税込）

507,000円
（税込）

507,000円
（税込）

1216～1216.5に変更 ＋28,000円1216～1216.5に変更 ＋28,000円
ー22,000円ー22,000円※魔法びん浴槽なし※魔法びん浴槽なし

659,000円
（税込）（税込）

＋39,000円
＋99,000円

1216～1216.5に変更
1317に変更
1216～1216.5に変更
1317に変更

商品定価 ¥1,008,590（税込）
※バリュープラン（Tタイプ） ー77,000円※バリュープラン（Tタイプ）

■Tタイプ ■1116サイズ
■断熱ふろふた ■魔法びん浴槽
■ドア額縁 ■アクセントパネル
※換気扇別途

■Tタイプ ■1116サイズ
■断熱ふろふた ■魔法びん浴槽
■ドア額縁 ■アクセントパネル
※換気扇別途

■Nタイプ ■1116サイズ
■断熱ふろふた ■魔法びん浴槽
■ドア額縁 ※換気扇別途

■Nタイプ ■1116サイズ
■断熱ふろふた ■魔法びん浴槽
■ドア額縁 ※換気扇別途

ー77,000円

＋39,000円
＋99,000円

商品本体代＋取付工事費（各配管接続）
　　　　　　＋既存処分費＋消費税込

すべて

です。

商品定価　オープン価格

102,000円102,000円
（税込）（税込）

（税込）（税込）

＋21,000円＋21,000円（税込）（税込）

＋21,000円＋21,000円

商品定価　オープン価格

112,000円112,000円
（税込）（税込）

商品定価  ¥324,500（税込）

276,000円276,000円
（税込）（税込）

＋54,000円＋54,000円
（税込）

商品本体代＋取付工事費（各配管接続・電気工事含む）
　　　　　　　　　　　　＋既存処分費＋消費税込すべて です。

90,000円
（税込）

商品定価 ¥130,570（税込）

90,000円
（税込） 87,000円

（税込）

商品定価 ¥124,300（税込）

87,000円
（税込） （税込）

商品定価 ¥191,400（税込）

＋59,000円
（税込）

＋59,000円

104,000円104,000円
（税込）

※換気扇別途※換気扇別途

659,000円

■Zタイプ 
■1216サイズ
■キレイサーモフロア
■サーモバスS
■ドア額縁

■Zタイプ 
■1216サイズ
■キレイサーモフロア
■サーモバスS
■ドア額縁

■Sタイプ
■1216サイズ
■魔法びん浴槽
■ほっからり床
■ドア額縁

■Sタイプ
■1216サイズ
■魔法びん浴槽
■ほっからり床
■ドア額縁
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商品本体代＋工事費＋既存処分費＋消費税込すべて です。

商品本体代＋取付工事費＋消費税込すべて です。 ※家財移動は除きます。

一級建築士事務所 東京都知事登録第52653号　東京都知事許可（般－3）第122286号

キッチンの向きを１８０度変えて、対面キッチンに変更！
お風呂、トイレ、洗面化粧台、間仕切りの襖を、３連引き戸へ。
壁紙を全部屋新しく貼替、床はフローリングに変更！

370万円370万円370万円
（税込）（税込）

60㎡のマンションの場合60㎡のマンションの場合

110

99

154

358

330

495

220

209

319

660

594

825

（MB56）

50,000円
（税込）（税込）

50,000円

88,000円
（税込）（税込）

62,000円
（税込）（税込）

62,000円

88,000円

130,000円
（税込）（税込）

130,000円 175,000円
（税込）（税込）

118,000円
（税込）（税込）

118,000円

175,000円

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

●新規リーズナブル品……1帖 12,000円

●新規お勧め品……1帖 14,000円～　　　

（税込）

（税込）

●新規リーズナブル品……1帖 12,000円●新規リーズナブル品……1帖 12,000円●リーズナブル品…1帖 5,600円　　　

●お勧め品………1帖 7,200円　　　●新規お勧め品……1帖 14,000円～　　　

●リーズナブル品…1帖 5,600円　　　

●お勧め品………1帖 7,200円　　　●新規お勧め品……1帖 14,000円～　　　

58,000円

93,000円

117,000円

58,000円

117,000円

93,000円

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

MB-56

●お客様のご要望・現場の状況などにより、工事価格が変わることがあります。
その際はきちんとご説明させて頂きます。●商品の価格はメーカーの定価変更
により予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。     2021.11.25

チラシ掲載の価格は商品本体代＋工事費＋処分費＋消費税込
の価格です。　※諸経費は、別途となります。

（税込）

（税込）

（税込）（税込）

台所リモコン給湯専用
MC-135 浴室+台所　シンプルリモコン

MBC-155V

台所リモコン給湯専用
MC-135

◎屋外壁掛、PS設置タイプ
◎給湯機能
◎ガス種：LPG・13A・12A
◎台所リモコン付

◎屋外壁掛、PS設置タイプ　◎台所・浴室リモコン付
◎ガス種：LPG・13A・12A

◎屋外壁掛、PS設置タイプ
◎給湯機能
◎ガス種：LPG・13A・12A
◎台所リモコン付

１６号 商品＋リモコン定価 ¥136,950（税込）

20号 商品＋リモコン定価 ¥142,890（税込）

◎RUX-A1615W-E

◎RUX-A2015W-E

79,000円
（税込）

80,000円
（税込）

◎RUX-A1615W-E

◎屋外壁掛、PS設置タイプ　◎台所・浴室リモコン付
◎ガス種：LPG・13A・12A

１６号 商品本体定価   ¥283,470（税込）

１６号 商品本体定価   ¥327,470（税込）

20号

◎RUF-A1615SAW（B）

◎RUF-A1615AW(B)

◎RUF-A1615SAW（B）

◎RUF-A1615AW(B)

24号

20号 24号

●フルオートタイプ●フルオートタイプ

●オートタイプ●オートタイプ

浴室+台所　シンプルリモコン
MBC-155V

【給湯専用】 【追焚式】

給湯器プラン 商品本体代＋取付工事費（各配管接続）
　　　　　　＋既存処分費＋消費税込すべて です。

◎RUX-A2015W-E

79,000円
（税込）

80,000円
（税込）

134,000円
142,000円 150,000円

146,000円
154,000円 162,000円

134,000円
142,000円 150,000円

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

（税込） （税込）

146,000円
154,000円 162,000円

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

（税込） （税込）

戸建の
外壁改修も
行います！

リフォーム工事のことなら！！リフォーム工事のことなら！！リフォーム工事のことなら！！エムビーホームへエムビーホームへエムビーホームへ
住替え・建替えよりも造替えです！！住替え・建替えよりも造替えです！！住替え・建替えよりも造替えです！！

地元だから小回りがきく ・ 地域密着 ・ リピート客多数 ・ 住まいのトータルプロデュース。その他、インテリア家具、オーダー家具のご注文も承ります。外壁洗浄、庭清掃、植木剪定等、住まいに関することやお困りのことは何でもご相談ください。ハウスクリーニングも好評受付中！


