
チラシ№41-Ｂ 

チラシ有効期限4月末日まで 

株式会社 エムズ 

建設業許可：佐賀県知事 第9999号 

 【本社】  〒847-0327 唐津市鎮西町石室７９番地  
      ＜TEL＞ 0955-82-1359  

 【ショールーム】 

  〒847-0082 
    唐津市和多田天満町1丁目4123-1 

キッチン体感ショールーム 

営業時間 

水曜日定休 

土日祝日も対応いたします！ 
店長 平川  

 【注意事項】 
 

●催し物によっては、締切時に２名様以下のご予約の場合、開催を見送ることがございます  ●締切日 
以降のキャンセルはキャンセル料金が発生する場合がございます ●飲食関係の催し物へのご参加につ 
きましてアレルギー等の責任は負いかねますので自己判断でご参加下さい  ●画像は全てイメージです 
 

 

エコクラフト 
ワークショップ 

2日（火） 10:00▶12:30 

新 生 活 応 援 フ ェ ア 
エ
ム
ズ
ホ
ー
ム 

 
  

代
表  

松
本  

※チラシに掲載の画像はすべてイメージです。 ※価格はすべて本体価格のみで、工事に必要な部材費・消費税は含まれておりません。(一部、工事費が含まれている商品もございます) ※リフォーム商品に関して、商品のみの販売は行っておりません。 

地域密着！エムズホームの安心リフォーム！ 

システムキッチン 
毎日の料理が楽しくなる… 

ユニットバス 
※現在お使いのキッチンの撤去 
から新しいシステムキッチンの取 
り付けまで含めた工事金額です 

※現在お使いのユニットバスの 
撤去から新しいユニットバスの 
取り付けまで含めた工事金額です 

一日の疲れを癒す… 

洗面台 
※現在お使いの洗面台の撤去 
から新しい洗面台の取り付けま 
で含めた工事金額です トイレ 

※現在お使いのトイレの撤去 
から新しいトイレの取り付けま 
で含めた工事金額です 

ラクエラ W2400 
 

●2口ＩＨ＋ラジエントヒーター 
●深型レンジフード 

●ステンレスワークトップ・シンク 
●シャワーホース付水栓 

ラクシーナ W2400 
 

●2口ＩＨ＋ラジエントヒーター 
●薄型レンジフード 
●ステンレスシンク 

●人造大理石カウンター 

ミッテ W2400 
 

●2口ＩＨ＋ラジエントヒーター 
●レンジフード 

●ステンレスカウンター・シンク 
●食器洗い乾燥機 

アレスタ W2400 
 

●2口ＩＨ＋ラジエントヒーター 
●レンジフード（換気連動付） 
●ステンレストップ・シンク 
●オールインワン浄水栓 

Ｌクラス W2400 
 

●3口ＩＨ（鉄・ステンレス対応） 
●スマートフードⅡ（換気連動付） 

●フルオープンキャビネット 
●引出底板ステンレス貼り 

ステディア W2550 
 

●3口ガスコンロ（ホーロートップ） 
●深型レンジフード 

●人工大理石ワークトップ 
●ステンレスシンク 

ザ・クラッソ W2400 
 

●3口ガスコンロ（ホーロートップ） 
●スーパークリーンサイドフード 
●人工大理石カウンター・シンク 

●「キレイ除菌水」 

定価 653.200円 定価 939.100円 定価 974.000円 定価 873.000円 

定価 1.292.900円 定価 1.010.000円 定価 1.081.300円 

サザナ 1616 
 

●サークルＬＥＤ照明 
●換気扇 
●カラリ床 

●エアインシャワー 

定価 746.500円 

ユアシス 1616 
 

●フラット天井ＬＥＤ照明 
●断熱組みフタ 

●ポップアップ水栓 
●スリムロングミラー 

定価 880.000円 

アクリア 1616 
 

●フラット天井ラインＬＥＤ照明 
●ステンレスヘアキャッチャー 

●換気乾燥暖房機 
●片引戸 

定価 1.234.000円 

サザナ 1616 
 

●シーリングＬＥＤ照明 
●魔法びん浴槽 
●暖房換気扇 

●2ＷＡＹタッチ水栓（洗い場） 

定価 1.239.500円 

オフローラ 1616 
 

●サークルＬＥＤ照明 
●換気扇 

●スゴピカ保温浴槽（人造大理石） 
●Ｗ流水シャワー（メタル） 

定価 903.000円 

アライズ 1616 
 

●コーナーパネルＬＥＤライト 
●サーモバスＳ（保温浴槽・フタ） 

●エコベンチ浴槽 
●ＧＲＯＨＥシャワーヘッド 

定価 907.000円 

アライズ 1616 
 

●コーナーパネルＬＥＤライト 
●サーモバスＳ（保温浴槽・フタ） 

●プッシュ水栓（洗い場） 
●開き戸（プッシュプルハンドル） 

定価 1.201.500円 

サザナ 1616 
 

●シーリングＬＥＤ照明 
●魔法びん浴槽 
●ほっカラリ床 

●スッキリ片引き戸 

定価 1.012.500円 

その他のリフォーム 

Ｖシリーズ W750 
 

●ＬＥＤランプ1面鏡 
●人工大理石ボウル 
●セミウェットエリア 

●エコシングルシャワー水栓 

定価 128.500円 

ピアラ W900 
 

●スリムＬＥＤ３面鏡 
●スマートポケット 

●サイド収納 
●フルスライドタイプ 

定価 318.400円 

Ｓ/エス W750 
 

●ＬＥＤ３面鏡 
●ステンレスミラーキャビネト 
●人工大理石流レールボール 

●節湯対応水栓 

定価 237.000円 

サティスＳ  
 

●フルオート便座・洗浄 
●「プラズマクラスター」 

●ほのかライト 
●リラックスミュージック 

ネオレストＡＨ1  
 

●オート開閉・洗浄 
●スティックリモコン 

●フルカバー 
●やわらかライト 

ネオレストＤＨ1  
 

●オート便器洗浄 
●スティックリモコン 

●スーパーおまかせ節電 
●お掃除リフト 

ＧＧ1-800  
 

●オート便器洗浄 
●お掃除リフト 
●暖房便座 

●手洗い付（深ひろボウル） 

定価 245.000円 定価 289.000円 定価 354.000円 定価 369.000円 

4 

無
料 

まずは、下記のフリーダイヤルに 
お電話、またはご来場ください 

お住いに関する事、どんなこと 
でもお気軽にご相談ください 

お客様のご都合に合わせまして 
現地を確認・調査いたします 

数日以内にお見積りプランを 
ご提案いたします 

0120-406-862 

の 
つ 

安
心 

朝のスタートは、ここから… 清潔・快適・簡単お手入れの… 

外壁 カビ取り 

別途足場代金等が必要です 

ビフォー 

アフター 

機種等によって料金が異なります 

ビフォー 

アフター 

エアコンクリーニング 

デザインによって料金が異なります 

エコカラット 
/室内調湿・消臭タイル 

施工面積 

3㎡ 
以上～ 

工事費 

込み 

サイズによって料金が異なります 

工事費 

込み 

インプラスウッド 
/内窓 
 

◆1000×600㎜～ 

樹ら楽ステージ 
/ウッドデッキ 
 

◆3尺1.5間(911×2716㎜) 

フーゴＲ 
/カーポート 
 

◆24-50型(2400×4980㎜) 

ピラティス 
～初心者向～ 

16日（火） 9:30▶12:00 

パン教室 
～あんぱん～ 

こちらに記載の催し物は全て予約制となっております。 
 

参加希望の方は必ず各催し物のお申込み締切日までに上記のお電話、 
またはホームページ/イベント内の申し込みフォームよりお申し込み下さい。  

以下に【注意事項】を記載しておりますので、ご確認お願い致します。 

11日（木） 10:00▶12:00 
★骨盤・背骨の歪みを改善★ 
 

♥ ｍｊｕｋ 古川 恭子 
  

♥ 体験料 ２０００円 
  (マットレンタル無料) 
 

♥ 定員 ５名様 
 

♥ お申込締切 ４/８(月) 
 

※フェイスタオルを 
 ご持参の上 
 動きやすい服装で 
 ご参加下さい 

★あんぱん★ 
 

♥ がねーしゃパン 加茂 治味 
  

♥ 体験料 ２３００円(材料費込・試食付) 
 

♥ 定員 ４名様 
 

♥ お申込締切 ４/１３(土) 
 

※エプロン・タオル・ 
お持ち帰り用容器(袋)を 
ご持参下さい 

こんなに変われる⁉簡単体操 

無料体験講習 
19日（金） 10:30▶11:30 
★触れて揺らすだけで変わる★ 
 

♥ さとう式リンパケア インストラクター 深雪 
  

♥ 体験料 無料 
 

♥ 定員 ６名様 
 

♥ お申込締切 ４/１６(火) 
 

※バスタオルを 
 ご持参の上 
 動きやすい服装で 
 ご参加下さい 

紅茶教室 
～季節のフレーバーティー～ 

26日（金） 10:30▶12:00 
★季節のフレーバーティー★ 
 

♥ Ｌｅａｆ 松永 幸子 
  

♥ 体験料 １２００円(お菓子付) 
 

♥ 定員 ５名様程度 
 

♥ お申込締切 ４/２３(火) 
 

※エプロン・タオルを 
    ご持参下さい 

ハーバリウム 
メイクブラシ 

ワークショップ 

23日（火） 10:30▶13:00 
★ハーバリウムメイクブラシ★ 
 

♥ ゆなはな 中村 由紀 
  

♥ 体験料 ３０００円(材料費込・７本セット) 
 

♥ 定員 ４名様 
 

♥ お申込締切 ４/２０(土) 
 

※メイクブラシの収納に  
 便利なケース付き 
      ※ご希望の方は、 
        “ハーバリウムボールペン” 
          も作成可能です(７００円/１本) 

★オリジナルアニマルバスケット★ 
 

♥ ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ＆Ｓｏｌｒｏｓ 
 

♥ 体験料 ８００円(材料費込) 
 

♥ 定員 ６組様 
 

♥ お申込締切 ３/３０(土) 
 

※世界にひとつのオリジナル 
 アニマルバスケット 
 を作ってみませんか？ 
 

※春休み中の開催です 
 ぜひ親子でご参加下さい 

定価 908.000円 

ザ・クラッソ W2400 
 

●2口ＩＨ＋ラジエントヒーター 
●スーパークリーンフード（ノンフィルター） 

●人工大理石カウンター・シンク 
●「きれい除菌水」 

サクア W900 
 

●ＬＥＤ照明 
●３面鏡 

●ひろびろ陶器ボウル 
●片引き出し収納 

 

定価 206.000円 


