
・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：W450ドアパネル仕様→W450上面操作タイプ フル扉材へグレードアップ。※２:換気扇→オートルーバー暖房換気乾燥機へグレードアップ。
※ ※１、※２の併用のみ可能となります。※2020年5月末までのご契約、2020年6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 ５本

ご 成 約 特 典

ご 来 場 特 典 ( 抽 選 ）

１等 2等 3等

10:00 ～17:00
最終受付は16時とさせて頂きます2020年 2/8（土） 9（日）

おすすめします
事前予約

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！

パナソニック ヘアドライ
ヤー ナノケア １本

スタンド型ペン入れ

上面操作タイプ/
フル扉材食洗機へ
グレードアップ！

64,100円相当※1

オートルーバー
暖房換気乾燥機へ
グレードアップ！

76,500円相当※2

クロゼット増設と広々したリビングをご要望。造りつけの腰高収納（パナソニック キュビオス）と
アクセントクロス、コーニス照明がお部屋のアクセントに。こだわりのフローリングで素足でも気持ち
良く過ごせるようになりました。

和室を無くしリビングを拡張 間接照明がお部屋をステキに演出

各種有資格者がご対応致します！

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

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

Before

After

POINT①

POINT
①

パナソニック
壁面収納キュビオス

POINT②

POINT
②

コーニス照明

最新 施工事例のご紹介

光を壁面に反射させる照
明。
空間に奥行きや広がり感
を与え、明るさを高めま
す。壁面のテクスチャー
（素材感）も引き立てま
す。

ミリ単位でぴったり設置
できるので壁面を有効活用
できます。また、配線・コ
ンセントを隠す事ができ、
リビングにある家電を使い
やすく美しく収納します。

Ｍ様邸

※既存が２室、３室換気扇の
場合は握りバー兼用スライドバー
&エステケアシャワーへグレードアップ。



顔全体しっかり
照らす照明で
手早くお化粧

バッチリ！

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ¥2,137,960～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥1,938,000～

※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 (税込) ¥961,290～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥779,000～

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
スゴピカ水栓 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 (税込) ¥ 1,208,900～

→ 交換標準工事費込(税込) ¥1,124,000～

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 (税込) ¥338,360～
→ 交換標準工事費込(税込)

¥296,000～

リフォムス

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
スゴピカ浴槽(人造大理石) 保温浴槽
スゴピカ水栓 3段収納棚

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ¥997,700～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥767,000～

便利な

手元ｺﾝｾﾝﾄ！

Ｗ水流シャワー
Ｗの水流で快適な浴び心地と
節水を実現

スゴピカ水栓

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 (税込) ¥ 311,960～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥205,000～

身体を支える安心手すり
＆

手が届きやすい収納棚

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」

L-Class

MR

スゴピカ浴槽

パナソニック
独自の機能！

最上位クラス！

お手入れカンタン！
おそうじラクラク！

機能充実で
もっとラクに
もっと楽しく！

お掃除ラク！
おきラク手すり

で安全！
シンプル機能
で快適空間！

汚れが付き
にくい素材
でお掃除
ラク！

※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2020年6月末までとなります。※写真はすべてイメージです。

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。

申請期限
2020年3月31日まで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

18,000ポイント

掃除しやすいレンジフード
ほっとくリーンフード ビルトイン食洗機

9,000ポイント 18,000ポイント

＜国土交通省＞ 締切迫る！

詳しくは
スタッフま
でお問合せ
下さい。

パナソニックおすすめ新商品のご案内

玄関のものをすっきり収納できる玄
関収納コンポリアがクラフトレーベ
ルシリーズで新発売。
家の顔となる空間をこだわりのアイ
テムで個性的に演出、ディティール
にもこだわり置き家具のような佇ま
い。クラフトレーベルのドアとコー
ディネートも楽しめます。

50～60年代のトラディショナルデザインがベースの「クラ
フトレーベル」シリーズ。アンティーク家具のような色合い
やディテールにこだわったデザインでお気に入りの空間を演
出できます。

Check!
パナソニック クラフトレーベル

玄関収納 クラフトレーベル コンポリア

＜クラフトレーベル
玄関収納&建具 施工事例＞
川崎市 O様邸

フレームシェルフ

白い壁と相性の良いネイビーオーク柄
を採用。空間を引き締めます。

季節の飾り物や雑貨、書籍、食
器などお気に入りの小物をより
おしゃれに魅せる、インテリア
発想のオープン収納。
キッチンやリビング、個室など
お部屋に合わせた使い方が楽し
めます。

画像提供:パナソニック（株）


