
【静岡西ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（3Dシンク） 

W2440×D1460 

￥3,801,300→￥2,280,780 

【名古屋ショールーム】 

ＣＯＲＥ 

ストーンダーク（3Dシンク） 

W2590×D770 

￥2,166,800→￥1,083,400 

【名古屋ショールーム】 

ＩＮＯ 

メタルスモーク（3Dシンク） 

W2740×D1460 

￥5,267,700→￥3,160,620 

【名古屋ショールーム】 

ＩＮＯ 

クリスタライン（3Dシンク） 

W2440×D1460 

￥4,900,100→￥2,940,060 

【名古屋ショールーム】 

ＩＮＯ 

ストーンナチュラル（3Dシンク） 

W2440×D1460 

￥4,706,600→￥2,823,960 

【東京ショールーム】 

ＩＮＯ 

ソリッド（3Dシンク） 

W2440×D1460 

￥3,682,500→￥2,209,500 

【金沢ショールーム】 

Ｃａｒｏ 

ブラック（２Dシンク） 

W2740×D900 

￥803,200→481,920 

【大阪ショールーム】 

ＣＯＲＥ 

ソリッド（3Dシンク） 

W2740×D1050 

￥1,942,800→￥971,400 

【高松ショールーム】 

ＣＯＲＥ 

メタリックファイバー（3Dシンク） 

W2440×D770 

￥1,904,180→￥952,090 

 

KITCHEN W1220~3040mm 
※表示価格は全て税別価格です。 

※配送費、施工費、管理費、保管料、配管カバー等部材は別途必要となります。 2/11(木)～3/14(日) 

【金沢ショールーム】 

ＣＯＲＥ 

ブラックゼブララミナート（3Dシンク） 

W2440×770 

￥1,793,080→￥896,540 

50% 

OFF 50% 

OFF 



【仙台ショールーム】 

ＩＮＯ 

メタルスモーク（3Ｄシンク） 

W3640×D1050 

￥3,201,700→￥1,921,020 

KITCHEN W3040~4840mm 
※表示価格は全て税別価格です。 

※配送費、施工費、管理費、保管料、配管カバー等部材は別途必要となります。 2/11(木)～3/14(日) 

【新潟ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W3340×D1260 

￥4,542,900→￥2,725,740 

【金沢ショールーム】 

ＩＮＯ 

スプラッシュ（910パラレロ） 

W3490×D1050 

￥4,035,000→￥2,421,000 

【金沢ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W3340×D1260 

￥4,379,600→￥2,627,760 

【名古屋ショールーム】 

ＩＮＯ 

ブラックステンレス（3Ｄシンク） 

W3640×D1050 

￥4,739,700→￥2,843,820 

【名古屋ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W4840×D1260 

￥7,514,400→￥4,508,640 

【広島ショールーム】 

ＩＮＯ 

スプラッシュ（910パラレロ） 

W3790×D1050 

￥4,036,000→￥2,421,600 

【福岡ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W3640×D1260 

￥5,926,100→￥3,571,660 

 

【熊本ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W3340×D1260 

￥4,727,200→￥2,836,320 

 



KITCHEN W3040~4840mm 
※表示価格は全て税別価格です。 

※配送費、施工費、管理費、保管料、配管カバー等部材は別途必要となります。 2/11(木)～3/14(日) 

【新潟ショールーム】 

ＩＮＯ 

ルシーダ（3Ｄシンク） 

W1700-1250×D755 

￥3,204,400→￥1,922,640 

【新潟ショールーム】 

ＩＮＯ 

ストーンナチュラル（3Ｄシンク） 

W3640×D1050 

￥4,033,400→￥2,420,040 

【高松ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W3040×D1260 

￥4,682,300→￥2,809,380 

【広島ショールーム】 

ＩＮＯ 

シュカブラ（760パラレロ） 

W3340×D1260 

￥4,750,000→￥2,850,000 

【福岡ショールーム】 

ＩＮＯ 

キルト（910パラレロ） 

W3490×D1050 

￥4,916,000→￥2,973,600 

 

【岡山ショールーム】 

ＩＮＯ 

ソリッド（３Dシンク） 

W1550-1550×D900 

￥3,572,500→￥2,143,500 

 

【熊本ショールーム】 

ＩＮＯ 

イヴァロピンクスピネル（3Dシンク） 

W1700-1700×D900 

￥3,847,400→￥2,308,440 

動画を
CHECK! 



STORAGE 
※表示価格は全て税別価格です。 

※配送費、施工費、管理費、保管料、配管カバー等部材は別途必要となります。 2/11(木)～3/14(日) 

【仙台ショールーム】 

マイアミ キルト 

W1840×D650 

￥2,112,900→￥1,267,740 

【静岡西ショールーム】 

マイアミ キルト 

W1840×D650 

￥2,205,900→￥1,323,540 

【名古屋ショールーム】 

マイアミ アイピクス 

コラリーノクリーム 

W2440×D650 

￥3,279,200→￥1,967,520 

【名古屋ショールーム】 

マイアミ アイピクス 

ケイモウグリーン 

W1240×D650 

￥2,575,600→￥1,545,360 

【京都ショールーム】 

マイアミ  キルト 

W1240×D650 

￥1,353,600→￥812,160 

【大阪ショールーム】 

マイアミ ミラー 

W3640×D650 

￥2,682,100→￥1,609,260 

【静岡西ショールーム】 

カウンター オーシャン 

W2440×D650 

￥1,763,700→￥1,058,220 

【米子ショールーム】 

マイアミ アイピクス 

ヴィアンローゼズ・サーモン 

W1240×D430 

￥1,839,200→￥1,103,520 

【福岡ショールーム】 

マイアミ キルト 

W2440×D430 

￥1,931,100→￥1,162,660 

 

【東京ショールーム】 

マイアミ KISS 

W2440×D650 

￥3,343,600→￥2,006,160 

【米子ショールーム】 

マイアミ+カウンター ミラー+オーシャン 

W2480×D430 

￥1,437,100→￥862,260 

 

【米子ショールーム】 

マイアミ 

ジニア3 

W1240×D650 

￥1,368,600→￥821,160 

【高松ショールーム】 

マイアミ アイピクス 

ケイモウグリーン 

W1240×D430 

￥1,446,400→￥867,840 



2/11(木)～3/14(日) 

【名古屋ショールーム】 

イヴァロエメラルド ハンドルレス 

W2440×D580 

￥1,691,000 →￥845,500 

【名古屋ショールーム】 

銀嶺 ハンドルレス 

W3070×D610 

￥2,113,000→￥1,056,500 

【大阪ショールーム】 

銀嶺 ハンドルレス 

W3070×D610 

￥1,563,900→￥781,950 

【広島ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥445,000 →￥222,500 

【福岡ショールーム】 

銀嶺 ハンドルレス 

W3070×D610 

￥2,031,000 →￥1,015,500 

 

【東京ショールーム】 

銀嶺 ハンドルレス 

W3070×D610 

￥2,048,000→￥1,024,000 

【東京ショールーム】 

サンセット ローレット 

W1840×D580 

￥1,116,000 →￥558,000 

【東京ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥509,000→￥254,500 

【金沢ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥397,000→￥198,500 

【名古屋ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥473,000→￥236,500 

【大阪ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥487,000→￥243,500 

【岡山ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥445,000 →￥222,500 

【高松ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥445,000 →￥222,500 

【熊本ショールーム】 

コンポジット 

W596×D542 

￥473,000→￥236,500 

BAGNO 
※表示価格は全て税別価格です。 

※配送費、施工費、管理費、保管料、配管カバー等部材は別途必要となります。 

動画を
CHECK! 



BAGNO 
※表示価格は全て税別価格です。 

※配送費、施工費、管理費、保管料、配管カバー等部材は別途必要となります。 2/11(木)～3/14(日) 

【仙台ショールーム】 

ティン 

VFB 

W1240×D580 

￥886,000→￥443,000 

【仙台ショールーム】 

イヴァロカッパー 

ローレット 

W940×D580 

￥615,000→￥307,500 

【金沢ショールーム】 

イヴァロゴールド 

VFB 

W1240×D580 

￥971,000→￥485,500 

【静岡西ショールーム】 

イヴァロカッパー 

VFB 

W1240×D580 

￥799,000→￥399,500 

【静岡西ショールーム】 

ストライプシルバー 

ローレット 

W940×D580 

￥565,000→￥282,500 

【京都ショールーム】 

メタルスモーク 

VFB 

W1240×D580 

￥884,200 →￥442,100 

【京都ショールーム】 

ソリッド 

ローレット 

W940×D580 

￥730,200→￥365,100 

【大阪ショールーム】 

イヴァロサファイア 

ハンドルレス 

W2440×D580 

￥1,666,000→￥833,000 

【岡山ショールーム】 

イヴァロカッパー 

VFB 

W1240×D580 

￥882,000→￥441,000 

 

【高松ショールーム】 

ストライプシルバー 

ローレット 

W940×D580 

￥582,000→￥291,000 

 

【米子ショールーム】 

イヴァロゴールド 

VFB 

W1240×D580 

￥826,000→￥413,000 

 

【福岡ショールーム】 

イヴァロサファイア 

ハンドルレス 

W2440×D580 

￥2,047,000→￥1,027,500 

 

【熊本ショールーム】 

ストライプシルバー 

ローレット 

W940×D580 

￥627,000→￥313,500 

 

【岡山ショールーム】 

ストライプシルバー 

ローレット 

W940×D580 

￥707,000→￥353,500 

動画を
CHECK! 


