
リフォームセール
のの

地域密着

No.1 お見積・ご相談無料！まずはお電話を
☎092-921-8449

大好評につき大好評につき

第２弾！第２弾！
4点セット  お得!!がががが

698,000円～
★メーカー希望小売合計価格1,684,100円（税別）を

工事費が別途必要です。 単体
ご購入より

5万円も
お得!!（税別）

商品番号

1
商品番号

2
アメージュZ
メーカー希望小売価格
174,600円（税別）を
■92,000円～
（税別）（工事費別）

トイレ
アメージュZ
メーカー希望小売価格
174,600円（税別）を
■92,000円～
（税別）（工事費別）

オフト 間口 750mm
メーカー希望小売価格
118,500円（税別）を
■50,000円～
（税別）（工事費別）

洗面化粧台
オフト 間口 750mm
メーカー希望小売価格
118,500円（税別）を
■50,000円～
（税別）（工事費別）

アライズ  Zクラス 1216（0.75坪）
メーカー希望小売価格853,000円（税別）を

■368,000円～（税別）（工事費別）

システムバス
アライズ  Zクラス 1216（0.75坪）
メーカー希望小売価格853,000円（税別）を

■368,000円～（税別）（工事費別）
　　　　　　　いつまでも
キレイをコンセプトに、浴槽の
美しさと汚れにくさを両立。

キレイ浴槽
汚れにくい素材とカタチで
キレイが続いてうれしい。

キレイサーモ（フロア）

勢いのよい水流で、
グルッと強力に洗い流します。

パワーストリーム洗浄

清潔感のある明るい色から、
エレガントな濃色の扉まで。

扉の色が選べます
収納スタイルや間口に合わせ
豊富なキャビネットをご用意。

フロアユニット

シエラ I型 2400mm
メーカー希望小売価格
538,000円（税別）を

■238,000円～
（税別）（工事費別）

システム
キッチン
シエラ I型 2400mm
メーカー希望小売価格
538,000円（税別）を

■238,000円～
（税別）（工事費別）

★キッチンのリフォーム標準工事内容 ● 標準工事費 （税別）
　250,000円～

● キッチン廻り・搬出経路養生
● 既設キッチン撤去搬出
● 廃材処理・運搬
● 給排水移設接続
　（配管長さは2ｍまで）

● 吊戸棚下地補強
● システムキッチン組立工事
● 電気工事（照明、レンジフード用）

※キッチンパネルは含まれません。
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● 標準工事費 （税別）
　30,000円～★トイレのリフォーム標準工事内容

● 既設トイレ撤去搬出
● 廃材処理・運搬

● トイレ取付工事
※止水栓取替費用込み。
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★洗面化粧台設置の標準工事内容 ● 標準工事費 （税別）
　30,000円～

● 既設洗面化粧台撤去搬出
● 廃材処理・運搬

● 洗面化粧台取付工事
※止水栓取替費用込み。
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★お風呂のリフォーム標準工事内容 ● 標準工事費 （税別）
　350,000円～

● バス廻り・搬出経路養生
● 既設浴室撤去搬出
● 廃材処理・運搬
● 給排水移設接続（追焚きエ事含む）
● 電気工事（換気ダクトエ事含む）

● 土間コンクリート工事
● システムバス組立工事
● 浴室出入口壁新設（クロス含む）
● 既設マド使用
　（フリーサイズ窓枠使用）
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商品番号

3

商品番号

4

1点から
でもお求め
いただけます!
お気軽にお問い合わせください!!

※標準工事内容は、現場状況によって異なります。 

ビルトインコンロ
※写真は「RS31W20K11D-VW」

システムキッチンガス浴室暖房換気
乾燥機※浴室暖房機の室外

　機は含みません。

期間限定！期間限定！10/6～12/22まで

単体
価格

単体
価格

単体
価格

単体
価格



お見積り無料「内装・外構」も、おまかせください!!
カーポート

（税別）126,000円～

（税別）75,000円～

（税別）128,000円～

（税別）145,000円～

（税別）10,000円～

（税別）50,000円～

（税別）40,000円～
◆トイレ 内装まるごとリフォーム
　0.9m × 1.8m
　床：クッションフロア　壁・天井：クロス

◆洗面室 内装まるごとリフォーム
　1.8m × 1.8m
　床：クッションフロア　壁・天井：クロス

◆クロス貼り替えリフォーム
　1畳あたり　材工

◆洋室 まるごとリフォーム
　6畳1部屋　材工
　床：フローリング上貼り　壁・天井：クロス貼り替え

◆和室 まるごとリフォーム
　6畳1部屋　材工
　畳：表替え　障子：貼り替え　襖：貼り替え　壁：クロス貼り替え

◆フローリングリフォーム上貼り工法
　6畳1部屋　材工

◆畳をフローリングリフォーム
　6畳1部屋　材工

レイナポートグラン
（1台用） 51－21型
メーカー希望小売価格231,000円（税別）を

標準工事費
込みで
この価格!!

商品番号

17

198,000円～（税別）

レイナツインポートグラン
（2台用） 51－54型
メーカー希望小売価格490,800円（税別）を

標準工事費
込みで
この価格!!

商品番号

18

360,000円～（税別）

強度はもちろん、性能、
使い勝手、施工性のすべてを追求。
強度はもちろん、性能、
使い勝手、施工性のすべてを追求。

リフォームプランのお見積もり無 料  !!

☎092-921-8449
〒818-0061 福岡県筑紫野市紫２丁目12番10号 ガスビル１F

ホームページ　http://chikushigas-living.com/

筑紫ガス
グループ筑紫ガスリビング

⟃⣸ࢢࣥࣅࣜࢫ

●お客様のお宅の状況によっては仕様変更及び、追加費用が発生する場合がございます。 ●標準工事以外、施工対象外となる場合は
別途費用がかかる場合がございます。●システムキッチン・バスのご成約特典は、当社が指定する商品となります。 ●商品の色は印刷の
ため、実物とは多少異なることがあります。 ●写真はメーカーカタログを使用していますので、実際の商品と多少異なる場合があります。 
●写真・イラストは全てイメージです。　●このチラシの掲載商品は全て税別価格です。

内装・クロス・
　　フローリング

取替え工事
約2時間 標準工事費込み

洗面化粧台
取替え工事
約2時間 標準工事費込み

トイレ

商品番号

16

77,000円（税別）標準工事費
込みで
この価格!!

シャンピーヌ　間口 750mm
メーカー希望小売価格124,800円（税別）を

商品番号

15

123,000円（税別）標準工事費
込みで
この価格!!

ピアラ　間口 750mm
メーカー希望小売価格161,800円（税別）を

商品番号

14

134,000円（税別）標準工事費
込みで
この価格!!

サクア　間口 750mm
メーカー希望小売価格194,000円（税別）を

商品番号

13
商品番号

12
商品番号

11

125,000円（税別）標準工事費
込みで
この価格!!

ピュアレストQR（手洗付)✚ウォシュレットSB
メーカー希望小売価格166,600円（税別）を

176,000円（税別）標準工事費
込みで
この価格!!

GG1-800
メーカー希望小売価格235,000円（税別）を

261,000円（税別）標準工事費
込みで
この価格!!

ネオレスト RH1
メーカー希望小売価格334,000円（税別）を

家族に使いやすい機能がたくさん!節水はもちろん!汚れにくい!!

キッチン用
蛇口一体型浄水器
JL206MN-9NL2
メーカー希望小売価格
44,000円（税別）を
標準工事費込みでこの価格!!

商品番号

8

標準工事費込みでこの価格!!

浴室用水栓
TMGG40E
スパウト長さ170mm
メーカー希望小売価格
39,800円（税別）を

標準工事費込みでこの価格!!

キッチン用水栓
TKGG31E
メーカー希望小売価格
29,100円（税別）を

商品番号

9
商品番号
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OGR-REC-AP601R/LSV（60cm幅）
メーカー希望小売価格193,000円（税別）を

152,000円（税別）
 L E D 照 明  
ワンタッチ脱着ファンス リ ム 型

ノンフィルタ

89,000円（税別） 24,000円（税別）38,000円（税別） 31,800円（税別）
L E D照明

コンロ連動

ワンタッチ脱着ディスクス リ ム 型
ノンフィルタ

オイルスマッシャー
ＤＣモーター

※連動に対応するコンロが必要です。

TLR-3S-AP601 SV （60cm幅）
メーカー希望小売価格103,000円（税別）を

標準工事費
込みで
この価格!!

標準工事費
込みで
この価格!!

商品番号

6  L E D 照 明  
ス リ ム 型 ノンフィルタ

72,000円（税別）
NFG6S20MSI （L/R）（60cm幅）
メーカー希望小売価格82,000円（税別）を

標準工事費
込みで
この価格!!

商品番号

7
商品番号

5

取替え工事
約2時間 標準工事費込み

レンジフード
取替え工事
約1時間 標準工事費込み

水　栓

お手入れ簡単! お掃除ラクラク!!
水廻りも簡単
リフォーム!!
筑紫ガスリビング
厳選の商品を
取り揃えました!!


