
　

TOTO  
厚木ショールーム

超 
 特価

マンションユニットバス
設備工事：解体･
撤去･給水排水･
給湯･入口枠工
事･換気及電
気工事･標
準取付工
事費込

全面 
快装

～

1116タイプ 

33.8万円　　　　　 

ミラーキャビネットLSAM-6VS 
ベースキャビネットLSAB-60DWN1B

48

超 
特価

※床フラット(段差なしバリアフリータイプ)も選べます。

設備工事：解体･
撤去･給水排水･給
湯･入口枠工事･換
気及電気工事･土
間コンクリート打･
標準取付工事費込

全面 
快装

戸建システムバス

超 
特価

クリナップ元祖“システムキッチン”

358,700円　　　　　

 約1坪 
1216タイプ 定価89,800円

20,650円超 
特価

77％ 
OFF

79％ 
OFF

洗面化粧台

三面鏡

 定価174,100円

36,560円

 ●間口75cm三面鏡(LED）　 
LDPB075BAGEN1A 
LMPB075B3GDG1G

超 
特価

両開きタイプ 
●間口60cm

超 
特価

超 
特価

元祖“システムキッチン”交換
間口210㎝(写真は255
㎝)設備工事：解体･撤
去･給水排水･電気･換気･
標準取付工事費込

クリナップラクエラⅠ-2100

.8万円 
　     ～

 
住宅設備機器一流メーカー特約店 
建設業県知事許可  (般-27)第31530号 
大手ハウスメーカー指定工事店 
１級建築士事務所（アドバイザー） 
県・市･登録建設設備工事指名入札公認店 
厚生労働省指定給水装置事業所第485号 
県自治体指定下水道工事店第44号 
LPガス県知事許可第14C1012号 
LPガス56年間無事故・無違反優良事業所

①出張費・調査・御見積0円 
②全製品3年以上保証 
③完成工事5年以上保証 
④無料安心点検券進呈（6カ月毎） 
⑤銀行住宅ローン･信販ローン

特
 典

●お陰様で優良法人受賞●県.市.優良施工店賞受賞●神奈川県建設業労働災害防止優良企業賞受賞●住まいの快適リホーム・増改築・リビングトータルプランナー●お年寄りいたわり･ご不満工事やり替え･誠実安心サービス

☎046-245-3261 FAX:046-245-3300

〒43-0803厚木市山際570　(国道129号線山際交差点際） 0120-45-3261

諸官庁指定公認店 生 活 関 連 産 業 http://kobayasi-living.com 小林リビング 検索⇦

クリナップラクエラ新商品Ⅰ-2550 
元祖システムキッチン 

定価 495,800円

41％ 
OFF

定価608,000円

超特価211,420円

STEDIA 
Ⅰ-255010年保証本体 10年保証本体

10年保証本体 ＴＶＣＭ中！

10年保証本体 68％ 
OFF

＜当日10万円以上ご商談いただいたお客様１回限り !＞
1等クオカード(5,000円分)……5本 
2等 地元産きぬひかり米(3kg)…10本
3等生活用品（ラップ等）…30本

抽選会 
＜空クジなし＞

★ご来場見積予約で必ずもらえる！（500円クオカード） 
★アンケートご協力者に地元産野菜をプレゼント！　　　　　

AM10:00～ＰＭ5:00
TOTO厚木ショールーム10  月6日㈰
最大 
90％ 
OFF

雨天 
決行

コバヤシリビング

69% 
OFF

new

new

リホームするなら今がチャンス！ 

会場  
案内図

広い三面鏡で収納もスッキリ！ 
シャンプー水洗付

ミツテ I 型 2400
10年保証本体(写真は間口255cm）　 
定価 682,000円　



 
 

　　　　　　　エアコン 
CS-228CF  -W 
暖房５～６畳   冷房６～９畳 
省エネタイプ 
 清潔 
エアコン内部を自動でキレイに! 

 
 
 

超特価32,900円

　　　　　　

クリナップ 
スリムレンジフード 
ZRS60ABM14FS(R/L）-E  
 

　　　　　　

超特価 66,800円　　　　　

20号PH-2003W 
ガス給湯器　壁掛PS設置
他社参考価格63,000円 

超特価28,800円　　　　

20号FH-2010AW 
ガス風呂給湯器 オートタイプ 

お湯が出ない・水量が少ないとお悩みの方へ！ 
今ある給湯器を取り替えるだけでOK!   (LＰガス･都市ガス用  リモコン別売）

ガス給湯器 お陰様で無事故43年間 
記録更新中！

超特価18,360円 超特価38,080円

他社参考価格115,000円

16号PH-1603W 
ガス給湯器　
本体定価108,000円 83％ 

OFF

16号FH-164AWD 
ガス風呂給湯器　オートタイプ 
本体定価238,000円 84％ 

OFF

(標準取付工事費込） (標準取付工事費込）

厚木市山際570   （国道129号線山際交差点際）0120-45-3261

安心安全保証付

最高20年保証
100％自社管理施工

100％メンテナンス

●価格を明確に表示してありますが、お客様のお家の状況
により多少価格が変動する場合があります。●表示価格に
は取付工事費が含まれていないものもございます。●全製
品には消費税は含まれておりません。●製品によっては別
途諸経費がかかるものもございます。●写真と現物が異な
る場合もあります。なお、イメージとして使用している写
真もあります。

諸官庁指定公認店 生 活 関 連 産 業 　 http://www.kobayasi-living.com
●お 陰 様 で 優 良 法 人 受 賞 
●県 ・ 市 ・ 優 良 施 工 店 賞 受 賞 
●神奈川県建設業労働災害防止優良企業賞受賞 
● LPガス56年間無事故・無違反優良事業所

小林リビング 検索⇦

53% 
OFF 8年 

保証

CHOFU電気温水器

定価222,000円 
超特価104,340円

新型屋内外兼用 
防雨タイプ 
DO-3710(370Ｌ） 
高さ1,776×幅673×
奥行770mm

新型超節水トイレ革命!

➡

➡

“新ピュアレストＱＲ”に快装！ 
最新機能付！トルネード洗浄！フチなし形状！ 
すっきり！汚れにくくいつまでもつるつるでお 
掃除の回数も少なく！

エコ＆快適技術 
ウォシュレット別売

●洋式➡洋式取替工事 
　（工期約半日・工事費込） 
　超特価51,900円 
●和式➡洋式取替工事 
（工期約1日・撤去取付費含む･補修仕上げ工事別） 
超特価108,000円

古
い
洋
式
便
器

段差の和式便器

 超特価154,890円
定価346,600円 

超特価105,800円

●日立 IHクッキングヒーター（HT-H60S(S)定価 213,000円➡25,560円　 
●浴室換気暖房乾燥機（BS-161H)参考定価 122,000 円 ➡15,860 円　  
●パナソニックエアコン（CS-228CF-Ｗ）参考定価180,000円➡32,400円 
●ウォシュレットJ２（TCF2121♯SC1）参考定価74,000円➡16,000円 
●ウォシュレット一体形便器（GG1TCF9413♯SC1）定価230,000円➡69,000円 
●台 所 水 洗 （ TKGG30EC） 定 価 30,000 円 ➡9,900 円 

71％超節水

秋の超特価市 
10月６日㈰10:00~17:00 
会場：TOTO厚木ショールーム

Panasonicビューティトワレ 
●CH931SPF　オープン価格

★自動湯はり・追い焚き

60cmタイプ

60cmタイプ

PD-600WS-60CV（Ｋ） 

67%OFF
66%OFF

定価138,000円

Ｒinnai 
RS31M5H2R-BW 

 
 
 

 
 
 超特価35,700円

58％OFF

定価85,000円

超特価23,800円 超特価45,540円

ビルトインコンロ
 PD-N34　

シールドトップ 
定価 70,000 円

90
％

最大90％OFF

特許超節水式！

MAX浴室換気暖房乾燥機

らくらく三乾王TYB3111GA 
天上開口485×285mm（100V）　 
本体定価134,000円 

特価57,500円

BS-161H（1室100V） 
天上開口466×346×170mm　 
参考定価122,000円 

特価18,300円

57％ 
OFF

85％ 
OFF

    ビルトイン食器洗い乾燥機 
●リンナイRKW-404A-SV       超特価48,900円（材・工込） 
※新規配管・電機工事等は別途　※食器洗いの標準工事は同等品の取替工事です。

（標準取付工事費込）

三菱レンジフード交換　 
 
●W600 
　浅型　特価36,900円～ 
　深型　特価44,900円～

CHOFU石油給湯器 
●減圧式　IB-3865SG 
外装ステンレス製 
給湯能力　32,500kcal/h 
本体定価167,000円  
超特価80,160円

52％ 
OFF

65％ 
OFF

８年保証

特
価

赤札超特価！在庫品・展示品大処分！数量限定！早い者勝ち！

28,000円

お買得 ガス風呂給湯器

標準取付 
工事費込

省エネ型オートタイプ 
新製品５年保証!! 
20号FH-E208AWL 
特許壁面火災防止装置付・ 
設置フリー型・壁掛タイプ・ 
追焚付・LPガス・都市ガス用 
リモコン２個付 
★10年保証制度有

〔 〕

定価80,000円

ビルトインガスコンロ入替（LPガス・都市ガス用)　　　　　　　　　

超特価39,800円～（標準取付工事費込）

オールセンサー付 
・天ぷら油加熱防止機能 
・立ち消え安全装置 
・消し忘れタイマー 
・ロック機能

お値段限
界大特価

！

超特価20,000円
●TCF2222（E）♯SC1　参考定価74,000円
ウォシュレット（脱臭式）

超特価28,000円
●TCF6622♯SC1　定価77,000円
ウォシュレット（脱臭式）

超特価11,000円

定価360,200円

CHOFU石油給湯器 
エコフィール 
EHKF-4766DA 
オートタイプ 
給湯能力 
40,000kcal 
新商品 57% 

OFF

台数限定

88％OFF
87％OFF
82％OFF
78％OFF
70％OFF
67％OFF

 超特価77,000円
（工事費別途）

定価770,000円(脚部カバーサービス）

●貯湯ユニット：高さ1,800×幅630×奥行730mm 
●ヒートポンプユニット：高さ712×幅820×奥行320mm 

オール電化エコキュート 
TOSHIBA HWH-FB373C  
HWH-FB373CT+HWH+453CU 
370ℓ　3人～5人用 
フルオートリモコン付 90% 

OFF

●水道直圧式 
IBF4765DSN 
給湯能力40,000kcal/h 
本体定価222,000円  
超特価99,900円

55％ 
OFF

60cm幅

ドアホンテレビモニター付カラー画像 
アイホンＪＱ-12Ｅ　 
防犯効果もグーンとアップ！ 

特価21,500 円～　　　　 
　　　　（標準取付電気工事費込）

特価26,800円全自動洗濯機 5キロ 
AW5G6(W) 

45V型４K対応テレビ 
4TC45AJ1 

特価58,800円


