
ビルトインコンロ

コンロ＋レンジフードおトクなセット価格 レンジフード
標準工事費込

標準工事費込

ガス炊飯器ガス衣類乾燥機

RDT-52S（リンナイ）
希望小売価格168,264円（税込）
標準工事費　　16,200円（税込）
合計　　　　184,464円（税込）
フェスタ
特価150,000円（税込）
●５年リースだと月々3,120円（税込）

専用台付き

標準工事費込 梅雨の時期、洗濯物が乾かないとお困りの方に

※掲載のセットは一例であり組合せは自由です！

標準工事費込

テーブルコンロ

メーカーショ ールーム連動企画
→期間中、フェスタ会場および出展メーカー（ノーリツ、TOTO、トクラス）の
　両方に来場いただいた方に

粗 品 を プ レ ゼ ント

※追加工事費および追加部材費別途

※ガスコード別途

リフォーム工事に補助金が支給されます！
新潟市：健幸すまいリフォーム支援事業
→既存住宅のバリアフリー化・省エネ化およびそれに伴う
　リフォーム工事を行う場合、費用の一部が補助されます

【一般世帯の場合】
補助対象経費の1/10（上限10万円）
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JL102MN（タカギ）
希望小売価格47,520円（税込）
フェスタ
特価38,000円（税込）

2024号 フルオート 24号 オート 20号 フルオート

蛇口一体型浄水器給湯暖房熱源機

マイコン搭載多機能タイプ

炊飯専用タイプ








UGR-3R-AP753SI（リンナイ）
希望小売価格143,640円（税込）
標準工事費　　35,640円（税込）
合計　　　　179,280円（税込）
フェスタ
特価147,000円（税込）
●５年リースだと月々3,050円（税込）

C3WL5PWASKSTESD（ハーマン）
希望小売価格354,240円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　373,680円（税込）
フェスタ
特価249,000円（税込）
●５年リースだと月々5,170円（税込）

PD-900WV-60GV（パロマ）
希望小売価格289,440円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　308,880円（税込）
フェスタ
特価222,000円（税込）
●５年リースだと月々4,610円（税込）

PD-N56WV-60CP（パロマ）
希望小売価格153,360円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　172,800円（税込）

N3WN6RWTSKSV（ノーリツ）
希望小売価格157,680円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　177,120円（税込）

フェスタ
特価119,000円（税込）
●５年リースだと月々2,470円（税込）

N3WM3PWASKSTE（ノーリツ）
希望小売価格226,800円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　246,240円（税込）
フェスタ
特価150,000円（税込）
●５年リースだと月々3,120円（税込）

FG7S07MST（ハーマン）
希望小売価格147,420円（税込）
標準工事費　　35,640円（税込）
合計　　　　183,060円（税込）
フェスタ
特価150,000円（税込）
●５年リースだと月々3,120円（税込）



 selection

 







   

PA-91WCR（パロマ）
希望小売価格91,584円（税込）
フェスタ
特価59,500円（税込）

35 LW2266TQ2SI（ノーリツ）
希望小売価格84,024円（税込）
フェスタ
特価56,200円（税込）

33

RT62WH5V-T（リンナイ）
希望小売価格68,904円（税込）
フェスタ
特価42,700円（税込）

38 PA-N39VA（パロマ）
希望小売価格53,784円（税込）
フェスタ
特価34,900円（税込）

35

RR-055MST（BK）（リンナイ）
希望小売価格95,040円（税込）
フェスタ
特価71,200円（税込）

25

PR-150EF（パロマ）
希望小売価格20,304円（税込）
フェスタ
特価15,200円（税込）

25

XT4212KRSAWC（パーパス）
希望小売価格486,000円（税込）
標準工事費　　48,600円（税込）
合計　　　　534,600円（税込）
フェスタ
特価343,000円（税込）
●10年リースだと月々3,840円（税込）

HT4213KRSSWCM（リンナイ）
希望小売価格454,680円（税込）
標準工事費　　48,600円（税込）
合計　　　　503,280円（税込）
フェスタ
特価324,000円（税込）
●10年リースだと月々3,620円（税込）

FT3514KRSAWCM（ノーリツ）
希望小売価格478,440円（税込）
標準工事費　　48,600円（税込）
合計　　　　527,040円（税込）
フェスタ
特価339,000円（税込）
●10年リースだと月々3,790円（税込）

マルチリモコン マルチリモコン マルチリモコン

シングルレバー
混合栓

※工事費別途

JL132MN（タカギ）
希望小売価格42,984円（税込）
フェスタ
特価34,300円（税込）

20壁だし水栓

※工事費別途

システムバス

洗面化粧台 トイレ

エスダジオ ビレイ（ノーリツ）
本体価格＋標準工事費1,904,580円（税込）
フェスタ
特価1,430,000円（税込）より

サイズ（W）：2550㎜

クレッセ（ノーリツ）
本体価格＋標準工事費1,844,100円（税込）
フェスタ
特価1,363,000円（税込）より

広さ：1.0坪

シャンピーヌ（ノーリツ）
本体価格＋標準工事費177,660円（税込）
フェスタ
特価123,000円（税込）より

サイズ（W）：
750㎜

システムキッチン
45

48

51

サザナ（TOTO）
本体価格＋標準工事費1,482,408円（税込）
フェスタ
特価1,199,000円（税込）より

広さ：1.0坪

49

ストーリー（トクラス）
希望小売価格1,460,160円（税込）
フェスタ
特価1,184,000円（税込）より

広さ：1.0坪

ベリー（トクラス）
本体価格＋標準工事費2,392,848円（税込）
フェスタ
特価1,772,000円（税込）より

サイズ（W）:2550㎜

50

ステンレス天板

ガスコンロ

エコ水栓

スペースアップシンク

水栓一体型浄水器

ガスコンロ

サイクロンフード

食器洗い乾燥機

ミッテ（TOTO）
本体価格＋標準工事費1,034,424円（税込）
フェスタ
特価821,000円（税込）より

サイズ（W）：2550㎜

46 47

Vシリーズ（TOTO）
本体価格＋標準工事費225,504円（税込）
フェスタ
特価170,000円（税込）より

52

エポック（トクラス）
本体価格＋標準工事費275,400円（税込）
フェスタ
特価228,000円（税込）より

53

ネオレスト AH1（TOTO）
希望小売価格346,680円（税込）
フェスタ
特価312,000円（税込）

54

幅75cm

ハイ
グレード

ハイ
グレード

ハイ
グレード

通常セット

●５年リースだと
　月々7,800円（税込）特別セット

392,000円（税込）

375,000円（税込）


  幅75cm

通常セット

●５年リースだと
　月々6,380円（税込）特別セット

320,000円（税込）

307,000円（税込）


  幅75cm

通常セット

●５年リースだと
　月々3,760円（税込）特別セット

189,000円（税込）

181,000円（税込）


  幅75cm
幅75cm

幅75cm

通常セット

●５年リースだと
　月々5,820円（税込）特別セット

292,000円（税込）

280,000円（税込）


ミドル
グレード

ミドル
グレード

ミドル
グレード

RHS721W14S8R-V（リンナイ）
希望小売価格223,560円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　243,000円（税込）
フェスタ
特価164,000円（税込）

EWR-3R-AP751SV（リンナイ）
希望小売価格154,440円（税込）
標準工事費　　35,640円（税込）
合計　　　　190,080円（税込）

KLR-3S-AP751SV（リンナイ）
希望小売価格116,640円（税込）
標準工事費　　35,640円（税込）
合計　　　　152,280円（税込）

フェスタ
特価156,000円（税込）

フェスタ
特価211,000円（税込） フェスタ

特価181,000円（税込）

C3WL9RWAS6SVE（ハーマン）
希望小売価格209,520円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　228,960円（税込）

FG7S08MSI（ハーマン）
希望小売価格143,640円（税込）
標準工事費　　35,640円（税込）
合計　　　　179,280円（税込）

フェスタ
特価145,000円（税込） フェスタ

特価147,000円（税込）

RT61AWK15R-BA（リンナイ）
希望小売価格96,984円（税込）
フェスタ
特価63,000円（税込） フェスタ

特価126,000円（税込）
卓上
タイプ

レギュラー
グレード

RS31W13A17R-VW（リンナイ）
希望小売価格157,680円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　177,120円（税込）
フェスタ
特価121,000円（税込）
●５年リースだと月々2,510円（税込）

 selection

レギュラー
グレード

フェスタ
特価114,000円（税込）
●５年リースだと月々2,370円（税込）

レギュラー
グレード

プラチナカラートップ　 水なし片面焼きグリルクリスタルコートトップ　 水なし両面焼きグリル

5合炊き

7合炊き

標準工事費込（解体工事/水道工事/電気工事/本体組立/キッチンパネル取付）
※標準工事費以外に追加工事が発生する場合がありますので、予め事前に確認・お見積りさせていただきます。
※写真はイメージであり実際のプラン内容と異なる場合がございます

標準工事費込（解体工事/水道工事/電気工事/基礎工事/本体組立/ドア枠取付）
※標準工事費以外に追加工事が発生する場合がありますので、予め事前に確認・お見積りさせていただきます。
※写真はイメージであり実際のプラン内容と異なる場合がございます

標準工事費込（解体工事/水道工事/電気工事/本体組立）
※標準工事費以外に追加工事が発生する場合がありますので、予め事前に確認・お見積りさせていただきます。
※写真はイメージであり実際のプラン内容と異なる場合がございます

スッキリ折戸

カラリ床

エアインシャワー

魔法びん浴槽

メッキタイプ収納棚

うつくしフロア

エアインシャワー

サウンドシャワー

オートパワー脱臭

フチなし形状

トルネード洗浄

セフィオンテクト

大容量ボウル

シングルシャワー水栓

サイズ（W）：
750㎜

人造大理石ボウル

洗髪シャワー水栓

サイズ（W）：
750㎜

奥ひろ収納

エコシングル水栓

超 節 水 型



RHS71W15G23R-STW（リンナイ）
希望小売価格294,840円（税込）
標準工事費　　19,440円（税込）
合計　　　　314,280円（税込）

XGR-REC-AP752SV（リンナイ）
希望小売価格186,840円（税込）
標準工事費　　35,640円（税込）
合計　　　　222,480円（税込）

［60㎝］パールクリスタルトップ　 水なし両面焼きグリル

※ただし補助金は予算上限に達し次第終了となります。
　また、補助金の受給には各種条件がありますので詳しくは担当までお問い合わせください。

●8年リースだと月々19,590円（税込）

●8年リースだと月々18,670円（税込） ●8年リースだと月々16,420円（税込） ●8年リースだと月々16,220円（税込）

●工事費別途

●8年リースだと月々11,240円（税込） ●8年リースだと月々24,270円（税込）

従来の節水トイレに比べ
約75％も節水！

※標準工事費以外に追加工事が発生する場合がありますので、予め事前に現地確認・お見積りさせていただきます。


