
エステケアシャワー/
シルバーホースへ
グレードアップ！

38,000円相当※2

・事前のご予約をおすすめします。
当日お待たせすることなくご案内できます。 お問合せ 0120(246)542

HP rc.renice.co.jp
E-mail   reform-concierge@nice.co.jp       

受付は２階となります会 場

・お住まいの図面をご持参頂くと詳細に
お打ち合わせができますので、是非ご持参ください。

さらに、午前中にご来場のお客様にはランチお食事券（1,000円分）
プレゼント（当日限り） ※お食事券は近隣『横浜ベイクォーター』飲食店４店舗となります。

<特典の詳細はスタッフにお尋ねください>
※1：混合水栓（泡沫吐水）→浄水器一体型シャワー混合水栓or混合水栓サラサラワイドシャワーへグレードアップ。※２:W水栓シャワー/ホワイト
ホース→エステケアシャワー/シルバーホースへグレードアップ。 ※ ※１、※２の併用のみ可能となります。※2019年11月末までのご契約、2020
年1月末までの工事に限りとさせて頂きます。

※当日お待たせすることなくご案内が可能です。
※ショウルームスタッフからのご案内希望の方は、10:00・13:00・14:00の
ご予約とさせていただきます。

「パナソニックの住まいパートナーズ」登録店

＜パナソニックリビングショウルーム横浜＞２階イベントホール
〒221-0056 横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル１F

ＪＲ・東急・京急 横浜駅きた東口Aより徒歩約５分 横浜ベイクォーター向かい
首都高速 東神奈川インターチェンジより5分 金港町交差点近く
お車での場合は2時間分の駐車券サービスとなります。

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-37-10 2F 

Amazonギフト券
3,000円分 ３本

ご 成 約 特 典
一級建築士、二級建築士、インテリアコーディネーター、
１級建築施工管理技士、マンションリフォームマネジャー、
キッチンスペシャリスト、福祉住環境コーディネーター２級など

浄水器一体型シャワー
混合水栓or混合水栓サ
ラサラワイドシャワー
にグレードアップ！

34,000円相当※1

ハニー&オーガニックシ
リーズ 石鹸＆ハンドク
リームセット

Google Home 
1本

ご 来 場 特 典 ( 抽 選 ）

ユニットバス交換工事
ご成約の方は

キッチン交換工事
ご成約の方は

100万円以上(税別）
ご成約の方は

１等 2等 3等

有資格者が
ご対応

致します！

10:00 ～17:00
最終受付は16時とさせて頂きます2019年 8/31（土） ９/1（日）

2019年10月の消費税10％への引き上げ後の支援対策のため、一定の性能を有する
リフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントが付与されます。

引渡し2019年10月以降次世代住宅ポイント制度

掃除しやすいトイレ
アラウーノ

※次世代住宅ポイント制度登録申請（予定）商品

18,000ポイント

掃除しやすいレンジフード
ほっとクリーンフード ビルトイン食洗機

9,000ポイント 18,000ポイント

条件
＜国土交通省＞

水流とマイクロバブルで、
肌表面の皮脂汚れを
すっきり除去♪

※写真は一例です。この他にもたくさん交換商品があります。
交換商品 詳細はこちら→https://goods.jisedai-points.jp/jjp01/jjp/viewCategoryTop

シャープ ヘルシオ ホットクック南魚沼産 こしひかり5kg 前沢牛 すき焼き しゃぶしゃぶ用
200g

【ポイントで交換できるもの】
省エネ・環境配慮に優れた商品、防災関連商品、健康関連商品、家事負担軽減に資する商品、子育て関連商品、
地域振興に資する商品 ※商品券や即時交換（追加的に実施する工事費への充当）はありません。

詳しくは
裏面をご覧
ください♪

おすすめします事前予約

4,500ポイント
5,000ポイント 62,000ポイント

次世代住宅ポイント制度
ご案内中

イオンのカジタク
おそうじサービス

（約90分～120分）
プレゼント！



発行ポイント数
１戸あたりの上限30万ポイント

①窓・ドアの断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④バリアフリー改修
⑤耐震改修
⑥家事負担軽減に資する設備の設置
⑦若者・子育て世帯による既存住宅の購入
に伴う一定規模以上のリフォーム工事等

※ 「若者・子育て世代」45～60万ポイント、「安心R住宅購入」45万ポイントの上
限特例があります。
※若者世帯：40歳未満の世帯、子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯。
※ この他、既存住宅の購入に伴うリフォームの場合はポイントを加算します。
※ポイント発行申請は2019年6月～2020年3月末まで（予算執行状況によっては前
倒しとなります。 請負金額1,000万円未満のリフォームについてはポイント発行申
請が10月以降となります。）
※１戸あたりの合計ポイント数が２万ポイント未満の場合はポイント発行申請でき
ません。

リフォームの場合（貸家を含む）

※１ポイント1円相当額

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税抜) ¥1,804,900～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥1,791,000～

※標準工事費は税込価格となります。 既存撤去・産廃処分費含む。
【キッチン標準外工事】キッチンパネル工事、ガス工事費は別途となります。アスベスト養生費がかかる場合がございます。
【浴室標準外工事】換気扇取替、梁加工、全高カット、バスヒーター取替、窓枠は別途となります。アスベスト養生費がかかる場合がございます。
【トイレ標準外工事・洗面化粧台標準外工事】内装工事（床ＣＦ、壁・天井クロス)は別途となります。

I型 2100㎜
スマートフードⅡ
クッキングコンセント
ステンレスカウンター
スキマレスステンレスシンク
浅型食器洗い乾燥機

I型（対面型） 2140㎜
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ側オール収納キャビネット
ほっとくリーンフード
グラリオカウンター
スキマレスシンク
サラサラワイドシャワー
3口IHコンロ
浅型食器洗い乾燥機

Kitchen -キッチン‐

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税抜) ¥875,300～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥766,000～

BathRoom -浴室‐

Dressing Room -洗面所‐

１２１６サイズ
おきラク手すり スゴピカ浴槽(人造大理石) 保温浴槽
W水流シャワー オーバルカウンター

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税抜) ¥ 1,030,000～

→ 交換標準工事費込(税込) ¥1,055,000～

Rest Room -トイレ‐

有機ガラス系新素材
激落ちバブル
ｱﾗｳｰﾉ専用手洗いｶｳﾝﾀｰ

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税抜) ¥276,000～
→ 交換標準工事費込(税込)

¥269,000～

リフォムス

※予告なく仕様等が変更になる場合がございます。
※本チラシの有効期限は2019年11月末までとなります。※写真はすべてイメージです。

ラクシーナ

シーライン
アラウーノSⅡ

手洗いｶｳﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ

１２１６サイズ
保温浴槽 スゴピカ浴槽 縦型スリムミラー
エステケアシャワー・メタル水栓 3段収納棚

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税抜) ¥ 951,000～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥774,000～

便利な

手元ｺﾝｾﾝﾄ！

MR

スゴピカ素材
（有機ｶﾞﾗｽ系）

ｴｽﾃｹｱｼｬﾜｰ
・ﾒﾀﾙ水栓

W900 ﾌﾛｰﾄﾀｲﾌﾟ
ﾏﾙﾁｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰｼｬﾜｰ水栓
ﾂｲﾝﾗｲﾝLED3面鏡

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税抜) ¥ 272,500～

→ 交換標準工事費込(税込) ¥195,000～

お手入れカンタン！
おそうじラクラク！

身体を支える安心手すり
＆

手が届きやすい収納棚

■掃除しやすいトイレ
18,000pt
■手すり設置
5,000pt

▼掃除しやすいレンジフード
9,000pt

▲節湯水栓
4,000pt

▲ビルトイン自動調理対応コンロ
12,000pt

ビルトイン食器洗機▲
18,000pt

▼高断熱浴槽
24,000pt

▲浴室乾燥機
18,000pt

▲節湯水栓
4,000pt

▲外窓交換
13,000pt

■手すり設置
5,000pt

■段差解消
6,000pt

■廊下幅等の拡張
28,000pt

2019年10月の消費増税率10％への引上げに備え、一定の性能を有する住宅の

新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントが発行される制度です。

最大43,000ポイント

最大98,000ポイント

最大23,000ポイント

節湯水栓 4,000pt
高断熱浴槽 24,000pt
手すりの設置 5,000pt
段差解消 6,000pt

掃除しやすいレンジフード 9,000pt
節湯水栓 4,000pt
ビルトイン自動調理対応コンロ 12,000pt
ビルトイン食器洗機 18,000pt

節湯水栓
4,000pt

掃除しやすい
トイレ18,000p
手すり設置
5,000pt計4,000pt

獲得! 計23,000pt
獲得!

計39,000pt
獲得!

計43,000pt獲得!

節湯水栓 4,000pt
高断熱浴槽 24,000pt
段差解消 6,000pt

計34,000pt
獲得!

※同じ種類の設備を複数設置しても1設備分のみのポイント加算になります。

上質感のあるスゴ
ピカ素材（有機ガ
ラス系）カウンター
「グラリオ」

掃除しやすいレンジフード 9,000pt
節湯水栓 4,000pt
ビルトイン自動調理対応コンロ 12,000pt
ビルトイン食器洗機 18,000pt

計43,000pt獲得!

L-Class


