
テレビアンテナの修理新設も
お任せください。
テレビアンテナの修理新設も
お任せください。

地デジアンテナ設置

（標準部材込み）

BSアンテナ設置

（標準部材込み）

アンテナ修理

出張費（お見積りのみの場合）                       

　　　　                           

38,500～ 円（税込）

27,500～ 円（税込）

11,000～ 円（税込）

2,200～ 円（税込）

引越しやテレビの買い替えの時に必要なテレビのアンテナ工事。
地デジの対応はもちろん、BS も OK。
お電話 1本ですぐにお伺いいたします。 ※繁忙期除く

　照明取付・交換　

※無料取付けは、当店お買い上げ税込11,000円以上の照明器具に限ります。
　（玄関灯・防犯灯・流し元灯・高所のポーチ灯などは、別途料金がかかります。）
※中古の照明器具、他店でご購入された照明器具の取付けは
　有料となります（税込2,200円～）。
※店舗やオフィスの照明取付け・交換もOK

照明器具　取付け（当店お買い上げの税込10,000以上のもの）　　

照明器具　取付け（他店お買い上げのもの）

　　　　　　　　　　　　　　

照明器具　交換

　　　　　　　　　　　　　　　

電球のみの交換（※電球料金別途）

　　　　　　　　　　　　　　　

引掛けシーリング交換

特殊照明の電球交換                                

　　　　                           

0 円（税込）

2,200～円（税込）

2,800～円（税込）

1,100 円   （ 税込）

　　　リビング照明・玄関灯・防犯灯
流し元灯・高所のポーチ灯取付交換致します。

お見積り致します。

コンセント・壁スイッチ

◇プラグの抜き差しが緩くなっている。
◇表面が変色・焦げている（異臭がする）
◇表面に膨れ。ひび割れがある
◇10 年以上経過している。

◇プラグの抜き差しが緩くなっている。
◇表面が変色・焦げている（異臭がする）
◇表面に膨れ。ひび割れがある
◇10 年以上経過している。

コンセントと壁スイッチには、
寿命があります。
コンセントと壁スイッチには、
寿命があります。

※スイッチの種類で価格が異なる場合があります。

コンセント・壁スイッチの増設　　

屋外コンセントの増設

　　　　　　　　　　　　　　

劣化や故障したコンセント・壁スイッチの交換

　　　　　　　　　　　　　　　

エアコン・電子レンジなどの専用回路　

　　　　　　　　　　　　　　　 

出張費                                

　　　　                           

8,800～ 円（税込）

13,200～ 円（税込）

3,000～ 円（税込）

16,500～ 円（税込）

2,200～円（税込）

　給湯器　

オール電化…エコキュートや
                        IH クッキングヒーターで
　　　　　　とっても経済的！
ガス給湯器 ・電気温水器…必ず
　　　　　　お伺いしてお見積り
　　　　　　致します。

オール電化…エコキュートや
                        IH クッキングヒーターで
　　　　　　とっても経済的！
ガス給湯器 ・電気温水器…必ず
　　　　　　お伺いしてお見積り
　　　　　　致します。

防犯対策

モニター＆ワイヤレス
    HD カメラセット

61,200～ 円（税込）

別途お見積り

WHC7M2-SD

中古エアコン取付

エアコン取付け　　

エアコン取外し

　　　　　　　　　　　　　　

出張費（お見積りのみ場合）                        

　　　　                           

22,000～ 円（税込）

5,500～ 円（税込）

2,200～ 円（税込）

※いずれも標準取付け・取外し工事の場合の料金です。
※他店で購入された新品のエアコンは、
　初期不良があった場合に対応が難しいため、
　取付けをお断りしています。

工事 解決 !!解決 !!お家のお家の

アンテナ工事

換気扇の修理・交換

お風呂 ・ トイレ ・ キッチン

の換気扇。 お見積り致します。

お風呂 ・ トイレ ・ キッチン

の換気扇。 お見積り致します。

マスプロ　本体一式（HDカメラ＆モニター）

HDカメラ1台(増設）4台まで可能

取付工事                        

　　　　                           

27,900～円（税込）

WHC7M2-C

※機種を変更する場合があります。

3,300円   （ 税込）

お知らせ 1月のミニコンサートは、コロナ感染対策で中止に致します。

お見積り致します！

チラシ掲載商品の

電話注文承り
ます

標準取付工事代込
配管 4M まで

便座も操作部もとことん清潔
省エネとお湯切れナシを両立した瞬間式
便座も操作部もとことん清潔
省エネとお湯切れナシを両立した瞬間式

標準取付工事　8,800 円を
取付工事キャンペーン特価！取付工事キャンペーン特価！

5,5005,500円円

（税
込
）

使用済み便座処分　無料使用済み便座処分　無料

　温水便座　

( 税込）

円43,780円43,780

　クリーナー　キ
レ
イ
に
光
る
セ
ー
ド

調光調色

ﾜｲﾄﾞ調色
５５

無料無料

年保証

◆使用済み照明、無料で処分致します！

　　※お買い上げ頂いた方に限ります。

◆標準取付工事無料

　LED 照明　

NLEH08TS1A-LC

8 畳用 12 畳用

NLEH12TS1A-LC

( 税込）

円13,800円13,800
( 税込）

円16,800円16,800

　電気ストーブ　

　住宅火災報知器　

ES-RL15

アゴ下もなめらかに深剃り！
機能充実の 3 枚刃

( 税込）

円5,280円5,280

省エネ基準クリアの
スタンダードタイプ

G-Mシリーズ

　エアコン　

★上下スイング  ★セルフクリーン
★マジック洗浄熱交換器
★やわらかドライ   ★シンプルリモコン

円
( 税込）

82,90082,900RAS-G221M(W)

　シェーバー　

DL-RP20

ツインワイド

 赤外線ヒーター

EH-Q100I

( 税込）

円8,980円8,980

その他暖房器具
品揃えております！
その他暖房器具
品揃えております！

お気軽にお電話下さい

ファンヒーター
石油ストーブ
ホットカーペット
電気毛布
あんか
給油ポンプ

3,540円（税込）

煙式 /10 年タイプ

SHK48455SHK48455

3,540円（税込）

熱式 /10 年タイプ

SHK48155SHK48155

お使いの警報器

10 年以上経過していませんか？

お使いの警報器

10 年以上経過していませんか？

◆煙や熱で火災を感知し
　いち早く音声で危険を
    お知らせします。
◆24 時間火災を見張り
　いざという時は声でお知らせ！

◆煙や熱で火災を感知し
　いち早く音声で危険を
    お知らせします。
◆24 時間火災を見張り
　いざという時は声でお知らせ！

標準取付費別途標準取付費別途

標準取付費別途標準取付費別途

1月のお買得品 !!1 月のお買得品 !! 地域電気店で安心！
アフターフォローお任せ下さい

配達無料配達無料
サービスエリア内

※商品に限りがございます

VC-CL20

●
お
手
入
れ
簡
単

●
ヘ
ッ
ド
の
動
き
が
左
右
自
在
に
曲
が
る

●
お
手
入
れ
簡
単

●
ヘ
ッ
ド
の
動
き
が
左
右
自
在
に
曲
が
る

　いつでも手軽に
サッとキレイに
　いつでも手軽に
サッとキレイに

◆LED バッテリー残量表示

◆微細なゴミをしっかり分離する

　遠心分離サイクロン

◆暗い場所でも、 床を照らして

　キレイにお掃除

( 税込）

円24,800円24,800

　加湿空気清浄機　

菌やニオイを気にしていませんか？
お部屋の空気をキレイにお部屋の空気をキレイに

・PM2.5 などの微小粒子と大きな
　ホコリを見分けて反応する高感度
　ホコリセンサーを新搭載
・ストリーマ空気清浄機は、
　アクティブプラズマイオン
　に加えて、ストリーマを搭載した
　ダブル方式を採用

・PM2.5 などの微小粒子と大きな
　ホコリを見分けて反応する高感度
　ホコリセンサーを新搭載
・ストリーマ空気清浄機は、
　アクティブプラズマイオン
　に加えて、ストリーマを搭載した
　ダブル方式を採用

ダブル方式

最大加湿量最大加湿量
500ml/h

ACK55W-W/T/H

円
( 税込）

60,80060,800

適用床面積の目安 ～ 25 畳

8畳を清浄する目安　11分

今、話題の

　　　　　 空気清浄機
今、話題の

　　　　　 空気清浄機ストリーマストリーマ

アクティブ
プラズマイオン
アクティブ
プラズマイオン


