
GM MN MN-TERRA NT

さんかく屋根の

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

（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
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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。

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

GM-1810

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

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

MN-2618

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。

本体＋配送費＋組立費＋
基礎ブロック６個込み

NT-157DN

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。

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

㋱65,880円を屋根幅1340㎜
屋根奥788㎜
最大高1103㎜

MJX-137BP GP-157BF ESE-1807A
屋根幅1516㎜
屋根奥835㎜
最大高1600㎜

屋根幅1833㎜
屋根奥812㎜
最大高1959㎜

屋根幅2310㎜
屋根奥1510㎜
最大高2075㎜

屋根幅2280㎜
屋根奥2127㎜
最大高2110㎜

屋根幅2628.5㎜
屋根奥2056㎜
最大高2118.5㎜

NXN-30S ND-2219 LMD-2518
DZB-3625HW
ヨド蔵

税込522,720円 税込267,300円
税込302,400円

税込118,800円
完成
価格

完成
価格

完成
価格

別途 ブロック4個
組立・転倒防止工事

税込46,100円

AB

㋱88,560円を

別途 ブロック6個
組立・転倒防止工事

税込61,900円

CB

㋱102,600円を

別途 ブロック6個
組立・転倒防止工事

税込71,800円

MR

㋱170,640円を

別途 ブロック10個
組立・転倒防止工事

税込119,400円

PG

㋱199,800円を

別途 ブロック16個
組立・転倒防止工事

税込139,800円

T

㋱239,760円を

別途 ブロック16個
組立・転倒防止工事

税込167,800円

EG

収納庫

物 置

収納庫

物 置

収納庫

物 置

税込562,000円

別途 基礎・取付
電気工事

【電気自動車用EV充電器取付できます。（別料金）】

角度を変えられるので、あらゆる
日射角度にも柔軟に対応できます。

新機能の角度調整システムを搭載

全閉時に手が入りにくい構造で、
こじ開けを防ぎます。

枠構造

プレスタフェンス 7Y型
フリーポールタイプ T-6
本体サイズ
幅1979.5×高さ600㎜タイプ

税込18,000円
取付工事費別途

自在柱
1本付

メッシュフェンス
ロンバスⅡ・1型
本体サイズ
幅1991×高さ800㎜タイプ

電動タイプもございます。
撤去費用・追加部材費は別途。電動タイプもございます。

税込5,800円
取付工事費別途

自在柱
1本付

1枚 1枚

スタイルシェード
枠付 手すり固定タイプ
幅2030×高さ3030㎜

ホームオーニング
エルパティオプラス
上下ケース付・手動式
〈一例〉間口2850×
最大奥行1500㎜
キャンバスカラー25色

税込46,000円
取付工事費別途

税込205,000円
取付工事費別途

税込111,000円

文化シヤッター
マドマスター タップ
窓シャッター
手動式／幅1800×高2000㎜

文化シヤッター

標準工事費込み

防犯 強風
対策

台風
対策

伸縮門扉 セレビュー
MA型　

ルシアスアップゲート01型
51-10 手動タイプ
複合カラー
幅4980×高さ1000㎜ 29SA  キャスター式 片開き

幅2955×高さ1120㎜

シンプレオ門扉7型
06-10両開き 埋込タイプ
プッシュプル錠5型
幅600×高さ1000㎜

一流メーカー 一流メーカー

その他サイズ、両開きタイプ、傾斜地タイプあります

税込185,000円
取付工事費別途

税込73,000円
取付工事費別途

税込67,000円
取付工事費別途

2間×5尺 関東間 R型
間口3670×出幅1470㎜

ソラリア リウッドデッキ200
基本セットSタイプ 2間×6尺
間口3651×出幅1820×高550㎜
手すり（リウッドデッキフェンス2型
ラチス格子）＋ステップ
手すり高800㎜

Storage 収納庫・物置 Minihouse ミニハウス

レイナポートグラン

51-54H（ロング柱）
間口5392×奥5052×高2355㎜

ロング柱タイプ 51-24H
間口2423×奥5052×高2355㎜

一流メーカー

※写真は2台用になります

税込68,000円
取付工事費別途

税込134,000円

税込312,000円
取付工事費別途

取付工事費別途

1.5間×4尺 関東間 R型
間口2760×出幅1170㎜

税込51,800円
取付工事費別途

長期間
変色しにくい 腐りにくい ささくれが

ない

税込216,000円
取付工事費別途

税込108,000円
取付工事費別途

自在柱別売1本1,700円 自在柱別売1本2,100円

熱線遮断ポリカ¥8,600アップ

51-27H（ロング柱）
間口2700×奥5052×高2355㎜

税込108,000円
取付工事費別途

熱線遮断ポリカ¥4,300アップ

1台用

2台用

1台用

手すり・ステップ込み

デッキのみ

耐風圧
38m

耐風圧
38m

エフルージュグラン
カーポート 1台用

一流メーカー

剪定・除草・芝刈り・花木の害虫駆除
肥料やり・お庭のメンテナンスなど
お気軽にお問い合わせください。

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！

スマホ、タブレットは
こちらからhttp://homecenter.futagami.co.jp/reform

FUTAGAMI
ホームセンター

いえとにわのリフォーム

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

お見積りは「無料」です。

検索フタガミ  いえとにわのリフォーム

エアコンクリーニング

お見積りは無料です。
お気軽にご相談ください。お見積りは無料です。

ホコリやカビを取り除き、
お部屋の空気をキレイに

趣味の部屋、休憩所などに。

お庭のお手入れ
しませんか？

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

畳 襖 障子
貼替え承ります

※現場状況・サイズにより価格が変動することがあります。表示価格は、材料費・
　工事費を含んだ金額です。

3,240円（税込）
3,600円（税込）

2,530円（税込）
2,880円（税込）

普及タイプ

強力タイプ

障子貼替えグレード
無地・雲竜同様価格

サイズ
掃出し 中敷き

障子貼替え（一例）

5,540円（税込）
7,160円（税込）

4,730円（税込）
5,540円（税込）

普及タイプ

糸入りタイプ

襖貼替えグレード サイズ
間仕切（両面） 押入（表＋裏）戸襖（表）

襖貼替え（一例）

特価品

品 名 寸 法 価 格

お買得品 各寸法対応致します

92×184cm迄 4,860円（税込）
8,100円（税込）

畳表替え
ヘリ有り
（一例）

エアコンの内部は湿気がたまりやすく
付着したホコリなどが固まってこびりつき、
カビや細菌の温床となってしまいます。

デザインタイプデザインタイプ

ベーシックタイプベーシックタイプ

一流メーカー

期間中メーカー定価30%引

Carport カーポート

Terrace テラス Deck デッキ

Gates 門 扉

Fence フェンス

Shade シェード Awning オーニング Window shutter 窓シャッター

窓を開ければ、バルコニーを吹き
抜ける風を採り込めます。

その他サイズもございます。

お見積りは無料です。

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。 写真はすべてイメージです。小物類は含まれませんのでご了承ください。

広告対象店舗

フタガミホームセンター部
御用聞き推進部

高知市桟橋通5-7-7

も出来ます

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。

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

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
AM7:00~PM7:00窪川店

0880-22-0202

AM7:00~PM7:30介良店

088-860-1155

AM7:30~PM8:00朝倉店

088-844-2222

AM7:30~PM8:00QUEST野市店

0887-56-1515
AM8:00~PM7:00横浜店

088-842-8200
AM8:00~PM7:00清水店

0880-82-4545

AM6:30~PM7:30桟橋店

088-831-3651

AM8:00~PM9:00QUEST古津賀店

0880-31-0802

AM7:30~PM7:00朝倉店

0120-064-006

AM8:00~PM9:00薊野店

0120-037-437

AM7:30~PM7:00

0120-928-435

088-831-3655

分割
払い見積り

無料


