
あなたの住まいをリフォームするなら今がチャンス！！

お申し込み期限 2016年12月31日(土) まで

期間中にお申し込みいただくと

ご利用いただけます！
なんとお客様金利負担０％(最長60回)で

※通常金利2.5～3.5％／年 ※物件審査があります。 ※金利・分割手数料は当社が負担致します。

金利・分割払手数料０円！
ゆとりをもった返済が可能！（６～６０回）
来店不要！お申し込み申請書の記入のみ！

その１
その２

その３

「そろそろ住まいをキレイにしたい！」
「またそのうちリフォームしようかな」

そんなあなたにオススメする
無金利(０％）リフォームローン

３つのメリット！！



ユニットバス システムキッチン トイレ その他 商品

アライズ
Zタイプ
BMDS-1616LBZ

※写真はイメージです

商品定価
936,400円(税込）

ｷﾚｲｻｰﾓﾌﾛｱ
サーモバスS
くるりんポイ

標準
工事費
込み

ライフスタイルコンパス
アンケートで不満や要望を導き
出します。ライファ独自の「ライフ
スタイルコンパス」で、理想の
リフォームを見つけましょう。

[安心の９step]
リピートのお客様が

８割いる
LIXILリフォームショップ
信頼・安心のステップ

LIXLリフォームショップ LTS 南浦和店
■〒336-0018 さいたま市南区南本町2-21-4 ■TEL 048-826-2201 FAX048-826-2202

１棟全面リフォーム 住まいの価値を上げるリノベーション

全面リフォーム新築二世
７つの特徴

費用も工期も建替えの約半分①
現在の家の基礎や下地は残して最大限
に使うことで、費用も工期も建替えの約
半分で新築同様の仕上げにすることがで
きます。

Tポイントが貯まるLIXILのリフォームショップ加盟店でリフォームを

キレイ浴槽
ｱｼｽﾄﾎﾟｹｯﾄ

くるりん排水口

ｽﾑｰｽﾄﾞｯﾄｴﾝﾎﾞｽ

エコハンドル

シエラ
I型 2550㎜

商品定価
932,800円(税込）

特
価

標準
工事費
込み

※写真はイメージです

特
価

（税込700,920円）

step step step step step

stepstepstepstep
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6 7 8 9

プランニング
LIXIL認定「リフォームコンシェ
ルジュ」が家族のご趣味などを
踏まえ、これからの生活にぴっ
たりな最良プランをご提案。

工事前
近隣挨拶＆室内養生

施工
豊富な経験を持つ技術者が
責任をもって工事を進めます。
現場の安全や美化にも努めま
す。

完成検査 引渡し
自社での完成検査後、お客
様へ引渡しをします。
その際、取扱説明などさせて頂
きます。

工事保証書発行

工事完了後、工事保証書を
お渡しします。

JIOによる瑕疵保険
「認定登録店による自社検査
＋自社保証」に加え「第三者
機関(JIO)による適正検査＋
保障でWチェックとWの保証。

定期点検
お引渡し後、4回の定期点検
を実施しております。工事後、
お客様のご意見を頂くことで一
層成長しております。

24時間受付
メール・FAXだけでなく、お電話
を24時間いつでも受付けてお
ります。深夜でもお気兼ねなく
弊社フリーダイヤルまで。

＜別途有料＞

LIXILリフォームショップの
高度な技術力

②

LIXILリフォームショップは住宅のプロ集団。
住宅のことを知り尽くした住まいのプロだか
ら、高品質・高性能の安心施工です。

住まいながらの工事もできる③
工事は部屋ごとに行うので、お住まいに
なりながらの工事が可能です。仮住まい
のための費用負担と手間を軽減します。
※工事状況によっては仮住まいが必要な場合があります。

住まいの資産価値も
快適性もグレードアップ

④

外観・性能・機能・デザインをグレードアッ
プできるので、住まいの資産価値も高まり
ます。

耐震診断やシロアリ対策も万全⑤
全面リフォームに際して、有資格者による
耐震診断を標準で実施。必要に応じて、
耐震補強工事をご提案します。
また、防蟻処理も標準で行います。

安心の補償⑥

工事中、工事後に起きたお施主様や第
三者に対する損害を補償します。
安心しておまかせください。

最適なリフォーム提案力⑦

お住まいへのこだわりや、住まい方に合わ
せたさまざまなオプションを用意。ご家族
に合った最適なリフォームをご提案します。

その場でおおよその工事金額がすぐわかる！
手書きもＯＫ！

間取りのわかる図面をお持ち下さい。

※詳細のお見積りは現地調査お打合せの後、ご提示致します。

リシェントⅡ
アルミ仕様
親子ランマなし

標準
工事費
込み

※写真はイメージです
特
価

夏涼しく、冬暖かく
エコで快適な玄関へ。
工事は１日
カバー工法で
壁を壊しません。

（税込346,680円）

らくﾊパッと収納
くるりん排水口

ｾﾗﾐｯｸﾄｯﾌﾟ

ﾗｸﾘｰﾝｼﾝｸ
商品定価
1,157,300円(税込）

リシェルSI
I型 2550㎜

標準
工事費
込み

※写真はイメージです

（税込1,347,840円）

特
価

お掃除ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ
（手動）

サティス
Sタイプリトイレ

※写真はイメージです

温風乾燥
鉢内除菌

商品定価
287,000円(税込）

標準
工事費
込み特

価
（税込241,920円）

インプラス 5本
W1,670×H1,140
（シングルガラス）

※写真はイメージです
標準

工事費
込み特

価
（税込52,920円）

リクライニング
ワイド浴槽
キレイ鏡

アクアフィール

商品定価
1,821,400円(税込）

スパージュ
ＣＺタイプ
BADW-1616LBCZ

標準
工事費
込み

※写真はイメージです

特
価

（税込1,583,280円）

ｽﾛｰﾀﾞｳﾝ便座

お掃除ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ
（手動）

鉢内除菌

245,000円(税込）

プレアス
HSタイプ
リトイレ CHR4

標準
工事費
込み

※写真はイメージです

特
価

（税込198,720円）

お気軽に
お問い合わせ下さい！ 0120-407-516

増改築ローン 36回返済の場合
初回 22,000円

２回目以降 21,800円

金利なし

増改築ローン 36回返済の場合
初回 19,000円

２回目以降 18,000円

金利なし

増改築ローン 24回返済の場合
初回 8,500円

２回目以降 8,500円

金利なし

増改築ローン 36回返済の場合
初回 9,500円

２回目以降 8,900円

金利なし

増改築ローン ６０回返済の場合
初回 ２６，４００円

２回目以降 24,400円

金利なし

増改築ローン ６０回返済の場合
初回 20,800円

２回目以降 20,800円

金利なし

増改築ローン 24回返済の場合
初回 11,700円

２回目以降 10,100円

金利なし

増改築ローン 回返済の場合
初回 7,000円

２回目以降 6,800円

金利なし


