
混雑緩和のため
事前予約制といたします

メールやホームページの問合せフォームでも承っております

受付は２階となります受付は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）
もれなくプレゼント（当日限り）※お食事券は近隣『横浜ベイクォーター』等の対象の飲食店をご案内します。

<特典の詳細はスタッフにお尋ねください>
※1：スマートフードフード換気連動あり/さっとれるファン→ほっとクリーンフード（静電タッチなし）へグレードアップ。（W750の場合定価差額
82,500円相当、W900の場合76,200円相当）※2：タッチレス水栓お値引き対象商品は、販売スタッフにお尋ねください。別途電気工事費がかかる
場合がございます。 ※ ※１、※２の併用のみ可能となります。※2020年10月末までのご契約、2020年12月末までの工事に限りとさせて頂きます。

「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番6号 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。

Amazonギフト券
3,000円分 ３本

ご 成 約 特 典

ご 来 場 特 典 ( 抽 選 )

１等 2等 3等

予約時間枠
(各2組まで)

17:00閉館2020年 8/29(土) 30(日)

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！

タッチレス水栓プラン
定価1万円分お値引き※2

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

洗面化粧台交換工事
ウツクシーズをご成約の方は

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

最新 施工事例のご紹介最新 施工事例のご紹介最新 施工事例のご紹介

クルール 蓋付
マルチボウル

ほっとくリーンフードへ
グレードアップ！※1

【Ｍ様邸 築18年 3LDK・81㎡】
リビングダイニングの隣の部屋との

間仕切り壁を撤去し、間仕切り開閉扉を
設置。広々としたリビングへ。

消臭・調湿機能のあるエコカラットを
施工。お部屋のアクセントとなり高級
感を演出。梁を生かした間接照明を取
付けました。

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目37番10号

パナソニック ヘアドラ
イヤー ナノケア １本

施工例はこちら！

新型コロナウィルス感染拡大による弊社のイベントについて
ショウルームにおける感染防止対策は下記の通り実施します。
・スタッフのマスク着用・毎朝の検温
・定期的に机、いすの消毒
・飛沫感染防止のためのパーテーションを接客テーブルに設置

お客様にも感染防止対策のご協力をお願い致します。
・マスク着用及び入り口での手指の消毒
・入り口での(非接触体温計による）体温測定

37.5°以上の発熱が確認された場合はご入館をご遠慮頂きます

混雑緩和のため事前予約制

リフォームで
新しい

生活様式

①10:00～
②13:00～
③15:00～

0120(246)542 ※土日祝休み/夏季休業:8/8(土)～8/16(日)

E-mail：reform-concierge@nice.co.jp 
問合せフォームも
ございます！
「ご要望ご相談事項」欄
に記載ください

HP：rc.renice.co.jpご予約・お問合せ

イベントは予告なく中止する場合がございます



顔全体しっかり
照らす照明で
手早くお化粧

バッチリ！

※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。内装工事は別途となります。
【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
人造大理石カウンター
ラクするーシンク（人造大理石）
深型食器洗い乾燥機
ガラストップガスコンロ（マルチグリル付）
エコカチットサラサラシャワー水栓

Kitchen -キッチン-

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ¥1,445,400～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥1,157,000～

BathRoom -浴室-

Dressing Room -洗面所- Rest Room -トイレ-

有機ガラス系新素材
激落ちバブル
オゾンウォーター

ラクシーナ

アラウーノS150

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ¥1,091,200～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥774,000～

便利な手元コンセント スゴピカ水栓

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ¥ 368,060
→ 交換標準工事費込(税込) ¥315,000～

MR

スゴピカ浴槽

機能充実で
もっとラクに
もっと楽しく！

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！

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ¥356,400～
→ 交換標準工事費込(税込) ¥293,000～

パナソニック人気水廻り商品のご案内

W900 パノラマスライドタイプ
タッチレス水栓 すぐピタ
美ルックツインラインLED3面鏡

POINT② マグネットボードを施工すれば、プリントやマグ
ネット仕様の棚板が自由自在に配置できます！

POINT①

造作用棚板で
お好きなサイズ のオープン棚が製作できます！POINT③

スペースに合わせてお好きなサイズ
のカウンターが製作できます

トルウイルス（メーカー：シンコール）

ウツクシーズ

画像提供元：株式会社シンコール

30㎡以下（税込） 31㎡以上（税込）
→ ¥57,000/式 → ¥1,738/㎡

クロスにもいろいろな機能があります！
抗ウィルス壁紙は、ウィルスを消滅させるものではありません
が、ウィルス表面のたんぱく質を変質・分解し不活性化する効
果があります。

デスク耐水集成カウンター W1400×D600
飾り棚 耐水集成カウンターW1400×D250(2枚)
取付金具

ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ￥198,770～

→取付工事費込(税込) ¥133,000～

※別途諸経費がかかります。

※既存クロス剥がし 別途165円/㎡

※下地工事・内装工事が別途発生する場合があります。
※別途諸経費がかかります。
※サイズの最小・最大寸法・加工可能な形状は販売スタッフ

にお尋ねください。

L型デスクカウンター脚付
耐水集成カウンター W1500×D800
本棚 W1500×D300×H350
マグネットボード（小物棚含まず）
取付金具
ﾒｰｶｰ希望小売価格 (税込) ￥350,900～

→取付工事費込(税込) ¥283,000～

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(スクエア)
3段収納棚
断熱組フタ ３点フック
2枚折戸
縦型ミラー
※浴室換気扇、暖房乾燥機は別途

スマートフードⅡ

アラウーノ便フタカラー
グレードアップ
無料キャンペーン中！

2020年9中旬までに
ご契約のお客様は
お好きな便フタに
無償でグレードアップ
できます。

タッチレス
水栓

美ルック３面鏡

快適テレワーク ～新しい働き方へ～

内装リフォームするなら抗ウィルス壁紙で！

便フタ自動開閉
自動洗浄

リフォームで
新しい

生活様式

リフォームで
新しい

生活様式

リフォームで
新しい

生活様式

リフォームで
新しい

生活様式

リフォームで
新しい

生活様式

カラーラインアップ

ウォールナット柄 オーク柄 ブラックオーク柄ホワイトアッシュ柄

ネイビーオーク柄 ブルーグレーオー
ク柄

グレージュ
ウォールナット柄

ワイルドオーク柄
(塗装対応)

※チラシ有効期限：2020年9月30日(水）

※

※


