
期間中 メーカー定価30%引 各メーカー、その他のサイズ・カラー承ります。寸法は最大
寸法を記載致しております。詳しくは店頭にてご確認下さい。

176,000円税込
バイク保管庫
幅1890×奥2770×最大高2375㎜
FXN-1726H VGC-3362 2連棟 705,000円税込

別途 運賃・基礎
組立工事ラ ヴィージュⅢ

幅6708×奥6601.5×最大高2348㎜

GM MN

フタガミは中国・四国エリアの唯一の販売代理店
モノオキマイスターがきちんと組立します

MN-TERRA NT

さんかく屋根の

屋根寸法： 間口1950×奥行1095×高さ2140㎜
床面積：1.8㎡（0.55坪）
転倒防止工事費別途
その他サイズもございます。

522,720円税込完成
価格

本体＋配送費＋組立費＋
基礎ブロック8個込み

設置12ヶ月アフターフォロー付
パネル4面パターン仕様

テラス屋根寸法：1465×1470㎜（屋根寸）
MN-2214 屋根寸法：2375×1465㎜
全体間口：3775×奥行1465㎜
底面積：5.53㎡（1.68坪）
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート板（アースブルー）
転倒防止工事費別途
その他サイズもございます。

本体＋配送費＋組立費＋
基礎ブロック12個込み

設置12ヶ月アフターフォロー付
テラス屋根切り詰め加工代込み

屋根寸法： 間口2800×奥行1885×高さ2140㎜
床面積：4.91㎡（1.49坪）
転倒防止工事費別途
その他サイズもございます。

本体＋配送費＋組立費＋
基礎ブロック20個込み

設置12ヶ月アフターフォロー付

GM-1810

267,300円税込完成
価格

MN-2618 302,400円税込完成
価格

MN-TERRA 2214-1K5S
MN-2214＋テラス屋根
（1間×5尺）物干し・雨とい付

屋根寸法：間口1717×奥行785×高さ1804㎜
底面積：1.18㎡（0.36坪）
転倒防止工事費別途
その他サイズもございます。

118,800円税込完成
価格

本体＋配送費＋組立費＋
基礎ブロック６個込み

NT-157DN

PG色PG色 GW色GW色 BN色BN色

（本体と組立設置を含めての商品となります）受注生産品につき納期ご確認ください。
設置場所の状況によって追加の費用が発生する場合がございます。

※こちらの商品は本体のみの販売はしておりません。
ご注意

※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです

PG色PG色 GW色GW色 BN色BN色

PG色PG色 GW色GW色 BN色BN色PG色PG色 GW色GW色 BN色BN色

フタガミグループホームセンター各店には
「フタガミ御用聞き係」がいます。
水もれ修理から大型リフォームまで、
暮らしのことならなんでもご相談ください！

お見積りは「無料」です。
スマホ、タブレットは
こちらから

検索フタガミ  家と庭のリフォーム

http://homecenter.futagami.co.jp/reform

FUTAGAMIホームセンター
家と庭のリフォーム

水もれ、電球・照明交換、ドア、サッシの
部分補修など¥3,240から  要 見積り快適な住まいづくりを応援！ 何でもご相談ください！

エクステリア＆リフォーム相談窓口・相談会 相談
無料

相談
無料

屋根の軽量化は耐震性の向上にも繋がります。
ご依頼によって、点検、調査も致しますので

お気軽にお越しください。

「屋根の補修相談会」
高知県瓦屋根工事組合主催による
屋根相談会の開催

※補助金につきましての詳しい内容は各市町村ＨＰでご確認ください。

（例）高知市の場合
・耐震診断無料
・耐震改修設計費 上限20.5万円まで
・耐震改修費 上限110万円まで

耐震診断・設計・改修工事
無料相談承ります

昭和56年5月31日以前に建てられた
木造住宅を耐震改修する場合の補助金

4月6日（土）ハマート薊野店
4月20日（土）ブリコ桟橋店

開 催 日
開催店舗

10:00～16:00（予定）開催時間

3月24日（日）開 催 日

10:00～12:00開催時間
マルニ、ブリコ、ハマート全店、
ホームセンター佐川開催場所

Information

46,100円税込

屋根幅1340㎜×屋根奥788㎜×
最大高1103㎜

㋱65,880円を

MJX-137BP

別途 ブロック4個
組立・転倒防止工事

61,900円税込

屋根幅1516㎜×屋根奥835㎜×
最大高1600㎜

㋱88,560円を

GP-157BF

別途 ブロック6個
組立・転倒防止工事

71,800円税込

屋根幅1833㎜×屋根奥812㎜×
最大高1959㎜

㋱102,600円を

ESE-1807A

別途 ブロック6個
組立・転倒防止工事

AB（アクアブルー） CB（カーボンブラウン） MR（メタリックローズ）

119,400円税込

屋根幅2310㎜×屋根奥1510㎜×
最大高2075㎜

㋱170,640円を

NXN-30S

別途 ブロック10個
組立・転倒防止工事

139,800円税込

屋根幅2280㎜×屋根奥2127㎜×
最大高2110㎜

㋱199,800円を

ND-2219

別途 ブロック16個
組立・転倒防止工事

167,800円税込

屋根幅2628.5㎜×屋根奥2056㎜×
最大高2118.5㎜

㋱239,760円を

LMD-2518

別途 ブロック16個
組立・転倒防止工事

PG（プレミアムグレー） T（トロピカルオレンジ） EG（エバーグリーン）

物 置 物 置 物 置

収納庫収納庫 収納庫

562,000円税込
別途 基礎・取付
電気工事

ヨド蔵
屋根幅3768×屋根奥2862×最大高2468㎜
はき出し窓・小窓  各1組付き

DZB-3625HW

趣味の部屋、休憩所などに。趣味の部屋、休憩所などに。

※写真はイメージです

鏡と水栓の一体感が
美しいすっきりデザイン

クッション性、断熱
性能に優れ、やわらかく
滑りにくいから安心。

【ほっカラリ床】

断熱構造で
ずっとあったか。

【魔法びん浴槽】

標準工事費込み

システムバスからの
交換の場合

688,000円税込内寸法：幅1600×奥1600㎜

システムバス 工事パック
サザナ
HSシリーズ Tタイプ（1坪）

【標準工事内容】本体組立・既存バス撤去・給排水工事・
電気工事・残材処分
※システムバス以外からの入替の工事費は別途料金がかかります。

もれなくご契約された方に

●衣類乾燥 ●暖房 ●換気 ●涼風機能付
三乾王プレゼント浴室換気

暖房乾燥機

113,000円税込 53,800円税込

間口750×奥行560×
高さ1900㎜

洗面化粧台
KZシリーズ
750型 2段引き出し

KCシリーズ
600型 2枚扉
間口600×奥行490×
高さ1800㎜

洗面化粧台

洗面化粧台

洗面化粧台

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです※写真はイメージです

パナシェホワイト
パナシェピンク
パナシェアクア
ルースミルベージュ

ホワイト

扉カラー扉カラー

扉カラー扉カラー

シンシアホワイト
ルースホワイトペア
ルースミディアムペア
ルースダルブラウン

扉カラー扉カラー

間口750×奥行490×
高さ1800㎜

KEシリーズ
750型 2枚扉

D7シリーズ
750型 2枚扉
間口750×奥行500×
高さ1780㎜

ホーロートップ片面焼き
ビルトインコンロ

標準工事内容：
【システムキッチンからシステムキッチン
への交換工事】
システムキッチン組立工事・旧流し台撤去処分・
換気煙道工事・シーリング工事・養生、片付け、清掃
※システムキッチン以外からの交換の工事費は別途
　料金がかかります。

間口2550×奥行650㎜
ミッテ I型2550

標準工事費込みシステムキッチン
からの交換の場合

※写真はイメージです※写真はイメージです

システムキッチン
工事パック

588,000円税込

人工大理石カウンター

ミドルウォールキャビネット
（キャッチ機構あり）

さっと
洗い流せる
GG水ほうき
水洗（エアイン）

楽な姿勢で
取り出せる
センターライン
キャビネット

お手入れ
ラクラク
スーパー
クリーンフード

（　　）食器洗い
乾燥機なし

172,000円税込
※表示価格はビルトインコンロを含む

フロアユニット本体の価格です
※表示価格はビルトインコンロを含む

フロアユニット本体の価格です
水道・ガス・取付工事費別途

取り替えキッチン
パッとりくんGX
幅2100×奥行600×高さ840㎜

「きれい」な機能を備えた
基本タイプ

貯湯式
おまかせ節電
暖房便座

オートパワー脱臭／脱臭

ホワイト
パステルピンク
パステルアイボリー※写真はイメージです

標準工事費込み
洋式水洗トイレからの交換の場合

電気工事費別途

121,000円税込

ウォシュレットTCF8CK66とのセット
KQトイレセット 工事パック

超節水トイレ

瞬間式ウォシュレット
KMシリーズ

瞬間式ウォシュレット
KFシリーズ

92,800円税込
TCF8CM56 TCF8CF66

貯 湯 式
タンクに水を貯めヒーターで
加熱したお湯で洗浄します。

オートパワー脱臭／脱臭
セルフクリーニング
ワンタッチ着脱
ムーブ洗浄

便座とノズルには防汚効果の
高いクリーン樹脂を採用

瞬 間 式
洗浄する時にお湯を沸かす
方式なので、連続使用が可能
です。節電にも効果的です。

リモコン付 プレミスト
オートパワー脱臭

便座・便ふたソフト閉止
便座とノズルには防汚効果の
高いクリーン樹脂を採用

リモコン付リモコン付 リモコン付リモコン付

リモコン付 プレミスト

継ぎ目のない便座
オート開閉 温風乾燥
便座とノズルには防汚効果の
高いクリーン樹脂を採用

きれい除菌水でノズルを除菌

ホワイト
パステルピンク
パステルアイボリー

瞬 間 式
洗浄する時にお湯を沸かす
方式なので、連続使用が可能
です。節電にも効果的です。

ホワイト
パステルピンク
パステルアイボリー

Restroom トイレ

Bathroom バスルーム Washroom 洗面所

セフィオンテクト
フチなし形状
トルネード洗浄

節水

ピュアレストEX
手洗い付工事パック
ウォシュレットTCF8CM66とのセット

リモコン付リモコン付

ホワイト
パステルピンク
パステルアイボリー

タオルかけ
【定価2,862円】

紙巻器
【定価2,862円】

紙巻器・タオルかけ
プレゼント!

標準工事費込み
洋式水洗トイレからの交換の場合

166,000円税込

もれなくご契約された方に

電気工事費別途

AH1／RH1 タンクレス

最新の「きれい機能」と
「節水エコロジー」搭載

オート開閉・オート洗浄
ノズルきれい 便器きれい

「きれい除菌水」「きれい除菌水」
【除 菌】

「セフィオンテクト」「セフィオンテクト」
【防 汚】

「フチなし形状／
トルネード洗浄」
「フチなし形状／
トルネード洗浄」

【清 掃】

ウォシュレット
一体型便器
工事パック
ネオレスト

308,000円税込

もれなくご契約された方に

※工事費別途
※現場状況により異なります

手洗器
【定価 80,460円】紙巻器

【定価 2,862円】

手洗器・紙巻器
プレゼント

※写真はイメージです ※写真はイメージです

標準工事費込み
洋式水洗トイレからの交換の場合

超節水タンクレストイレ 超節水トイレ

「ひとつ上」をいく
デザインと清潔感

※工事費別途
※現場状況により異なります

すっきりデザイン 手洗いしやすいボウル

トータルガーデンデザインを
楽しめるアートレベルを追求した、
ハイグレードクラスのデザイン物置

スタンダードクラスのデザイン物置
さんかく屋根とオール1カラーと
国内最重量の丈夫さを合わせ持つ

THIS IS マツモト物置

さんかく屋根のスタイリッシュな
物置にテラスを付けることで
自由なライフスタイル（自転車や

バイク物置・物干し場・ガーデニング・
趣味など）の空間とオリジナリティーある

アイデア・デザインのMNテラ

コンパクトクラスのデザイン物置
ガーデンデザインのコーディネートを

楽しむ3カラー・3サイズ

フタガミホームセンター部 外販課

高知市桟橋通5-7-7
088-831-3655

ガスビルトインコンロ
RX31W28U
12RW

ガスコンロ

ビルトインタイプ
日立    クッキング
ヒーター
HT-L7STF（S）

IH

レンジフード

64,800円税込
取付工事費別途

66,000円税込
取付工事費別途

120,000円税込
取付工事費別途

UX3A602

スリム型
レンジフード

幅60cm 幅60cm 幅60cm

Kitchen キッチン

温水洗浄便座

TCF8CK66

貯湯式ウォシュレット
Kシリーズ

27,800円税込

新築住宅をお考えの方、
外構工事はフタガミにおまかせ下さい！

新築外構承ります

お見積やご相談は無料です。お近くの店舗まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

3.8ℓ
洗浄

節水
4.8ℓ
洗浄

節水
4.8ℓ
洗浄

節水

収納庫・物置Storage

ガレージ・倉庫Garage/Warehouse

ミニハウスMinihouse

※写真はイメージです
※小窓、後面棚はオプションです

※写真はイメージです

216,000円税込
Mr.ストックマン プラスアルファ
幅4127×奥1795×最大高2110㎜
TP-4015

※写真はイメージです

㋱251,640円を
㋱1,007,640円を ㋱308,880円を

別途 基礎・組立工事

アーバンGM カーボンブラウン
※ダークウッド

別途 ブロック18個
組立・転倒防止工事

IHヒーター

ホワイトゼブラ
ライトウォルナット

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※は受注生産

期間中 メーカー定価30%引 各メーカー、その他のサイズ・カラー承ります。寸法は最大
寸法を記載致しております。詳しくは店頭にてご確認下さい。

※写真はイメージです※写真はイメージです

取付工事費別途 取付工事費別途

33,000円税込
取付工事費別途

ホワイト
扉カラー扉カラー

29,800円税込
取付工事費別途

ホワイト
パステルピンク
パステルアイボリー

取付工事費別途 取付工事費別途 取付工事費別途

42,800円税込

電気工事費別途

◎広告対象店舗

AM7:30～PM7:00田野店

0887-38-3502
AM8:00～PM7:00安芸店

0887-34-0707
AM7:30～PM7:00山田店

0887-53-1302
AM8:00～PM7:00田井店

0887-82-2602
AM7:30～PM7:00十津店

088-837-3902
AM7:30～PM7:00高須店

088-882-1133
AM7:30～PM7:00朝倉店

0120-064-006
AM8:00～PM7:00旭 店

088-843-6002
AM8:00～PM6:30四万十店

0880-37-5550
AM7:30～PM7:00須崎店

0889-43-2010
AM8:00～PM7:00窪川店

0880-22-0202
AM8:00～PM9:00QUEST古津賀店

0880-31-0802

AM7:０0～PM7:30介良店

088-860-1155
AM6:30～PM7:30桟橋店

088-831-3651

AM7:30～PM８:00朝倉店

088-844-2222
AM8:00～PM9:00薊野店

0120-037-437
AM7:30～PM8:00QUEST野市店

0887-56-1515
AM8:00～PM7:00横浜店

088-842-8200
AM9:00～PM7:00清水店

0880-82-4545

AM7:30～PM7:00
0120-928-435

フタガミホームセンター部 外販課

高知市桟橋通5-7-7

見積り
無料

分割
払い
も出来ます

088-831-3655

ハーティカード加盟店
各種ポイントイベントには対応しておりません。

広告掲載価格には消費税は含まれております。この広告の掲載商品は全て予約注文制です。組立・工事費は別途です。また取付工事費は現地状況により異なります。工事内容によっては追加費用がかかる場合がございます。商品により展示のない場合もございます。工期は目安となります。写真の中の小物類は商品に含まれません。写真と色・仕様など多少異なる場合がございます。　はメーカー希望小売価格。※商品をご使用する前には必ず使用説明書をお読み下さい。


