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京急リブコ
能見台店

sun

リフォームのことなら京急リブコにお任せください！
！ 各種ご相談・見積りお気軽に！

京急ストア
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能見台店

「能見台
センター」
バス停

シティ能見台
ふれあいの街

京浜急行バス
能見台営業所

市場直送の新鮮な野菜と果物の直売会を開催致します。

市場直送 野 菜・果 物 直 売 会
sat
sun 1 0：0 0 〜 1 2：0 0
1 0 / 1 ●・1
0/2●

ショールーム展示品現品特価大セール！

2日間 限 定

現品
販売

※売切れ次第終了となります。※京急リブコ能見台店の店頭にて

注：各商品1台限りとなりますので、
ご希望者多数の場合、抽選となります。
※当選者には後日担当者よりご連絡致します。

システムキッチン①

システムキッチン②

洗面化粧台①

◆ LIXIL Misrea
（ミズリア）◆
間口：W900 D520 H800mm
扉カラー：ミドルグレード・クリエペール
カウンターカラー：グランニットネオホワイト
収納：引出タイプ
ミラーキャビネット：3面鏡
（スマートポケット付全収納・LED照明）

※メーカー希望小売価格：
326,600円（税抜・壁パネル除く）
現品特価

現品特価

130,000 円（税別）

75,000 円（税別）

現品特価

◆ LIXIL RICHELLE SI（リシェルSI）◆

◆ LIXIL ALESTA
（アレスタ）◆

間口：W2550 D650 H850mm
扉カラー：グループ3・ミラードカラーシリーズディープレッド
ワークトップ：人造大理石・シンプルホワイト
シンク：人造大理石・シュガーホワイト
水栓器具：ハンズフリー水栓・エコセンサー付
加熱機器：2口IH+ラジエントタイプ
食器洗い乾燥機：浅型タイプ
（扉材仕様）
レンジフード：よごれんフード・CLSタイプ

間口：W2550 D650 H850mm
扉カラー：グループ2・クリエシリーズ・クリエペール
ワークトップ：ステンレス・スムースドットエンボス
シンク：ステンレス ラクリーンシンク
水栓器具：オールインワン浄水栓・DSタイプ
加熱機器：3口ガラストップコンロ
食器洗い乾燥機：なし
レンジフード：ASRタイプ

※吊戸棚なし。
※メーカー希望小売価格：
1,446,300円（税抜・壁パネル除く）

※吊戸棚なし。
※メーカー希望小売価格：
841,800円（税抜・壁パネル除く）

45,000 円（税別）
洗面化粧台②

◆ LIXIL Piara
（ピアラ）◆

■LIXIL ピアラ■
間口：W750 D540 H800mm
扉カラー：ミドルグレードクリエダーク
洗面器カラー：プレーンネオホワイト
収納：扉タイプ
ミラーキャビネット：3面鏡
(全収納・蛍光灯照明)

※メーカー希望小売価格：
183,900円（税抜・壁パネル除く）
現品特価

25,000 円（税別）

●商品はいずれも展示品として使用した物でありますので、傷・汚れ等が有ります。
また現品販売の為保証対象とはならないことを御確認の上、
お買い上げ下さい。
●上記価格には工事費・既存機器の解体費やそれに
伴うクロス・床張り等の工事は含まれておりません。
●設置に際して現地調査が必要となります。予めご相談下さい。

ご成約特典（10/1〜10/31）
特典1

特典2

工事代金の3％を
割引いたします

来場
特典

京急ストアで使える
3万円分の商品券プレゼント！

注文された方でこのチラシを持参された方。

（商品がなくなり次第終了となります）

50万円（税抜）以上の注文をされた方。
※上記特典と各種割引との併用可※1組様1回限りとなります

イベントのご案内
スタンプラリー開催
スタンプを集めると
京急グッズプレゼント！
スタンプラリー用紙は
10月1日・2日
京急ストア能見台店にて配布します。

スタンプラリー実施時間
10：00〜16：00

京急の運転士＆
車掌なりきり撮影会開催
京急の制服・帽子を着て、
けいきゅんといっしょに
ハイ・ポーズ！
！
けいきゅんがやってきます！
みんなで会いにきてね！
開催時間
①10：00〜 ②11：00〜
③13：00〜 ④14：00〜 ⑤15：00〜

株式会社 京急リブコ
能見台店

〒236-0057
横浜市金沢区能見台2-1-1

TEL 045-774-0066

京急リブコオリジナル
グッズプレゼント

リフォーム相談・住まいのご相談をして、
アンケートご記入頂いた方先着50組に限ります。

京急くらしのパートナーズ
ミニ縁日開催！輪投げヨーヨーすくい

ハウスクリーニング｜空家管理｜PCサービス

高得点で京急オリジナルグッズ
プレゼント！
！
（はずれなし）
お子様連れの方で、
新規プライムサークルご入会の方
（既にご入会済の方は、
アンケート記入頂いた方）
お子様1人につき、どちらか
1回無料でご参加いただけます。
※景品がなくなり次第終了となります。

フリーダイヤル

ご来場の方に年末大掃除の
早割料金をご紹介します。
※ 詳しくは 当日配 布 の チラシをご 覧 下さい 。

0120-17-1361

京 急リブコ

検索

ホームページ
www.keikyu-livco.com

シテ

マ
キ

シティ

ご売却、ご購入のご相談は「京急の仲介 能見台店」へ

京急リブコ 1周年 感謝 祭記念 特典!!
感謝祭
ご来場

ご売却特典

仮測量〈土地・戸建て〉
以下の住宅用地対象
500㎡

仮測量のメリットは？

さらに

専任媒介契約で下記のサービスひとつを無料でお選びいただけます。

水廻りクリーニングサービス
お掃除でピッカピカ♪
プロの

水廻り6ヶ所の中から1つを
お掃除のプロがクリーニング♪

「浴室」
「キッチン」
「洗面台」
「トイレ」
「キッチン換気扇」
「エアコン」
掃除箇所

■だいたいどの位の面積があるか？
■どんな形をした土地か？
■隣接地への越境物または
隣接地からの越境物はないか？
■隣地との境界標はあるか？
などがチェックできます。

3,000円進呈

ご自宅の訪問査定でQUOカード

●浴室 ●キッチン（換気扇を除く）
●洗面台・トイレ ●トイレ2カ所
●キッチン換気扇 ●エアコン
※上記のいづれか1つになります。

設備保証〈マンション〉
引渡し後１年保証

主要設備1年間保証

不意のトラブルに対応する
「安心」をご提供いたします。
修理交換対象設備
●キッチン（ＩＨクッキングヒーター・ガスコンロ・レンジフード）
●バス（本体・浴室乾燥機）●ガス給湯器
●洗面化粧台●トイレ（本体・温水洗浄便座）
●換気扇 ●24時間換気システム

感謝祭
ご来場

ご購入特典

アンケートご記入で
QUOカード500円、
ご成約の場合は京急百貨店 商品券

30,000円

プレゼント！

【注意事項】
※いずれも10/1・10/2ご来場の上、当社ア
ンケート初記入の方のみ有効。1世帯1名様
のみ有効。京急百貨店商品券は京急ストア
含む京急グループでご利用可能です。QUO
カード・京急百貨店商品券は、後日担当者が
お客様ご自宅へお届けに参ります。

能見台店

【適用条件】■居住用物件であること
（賃貸中は除く）■他のサービスとの併用はできません。
■規定の仲介手数料をお支払いただけること。
■3か月間の専任・専属媒介契約した個人のお客様。
■実施エリアは当社の営業エリアに限らせていただきます。
■当初の媒介価格（売
出価格）
が当社査定価格の125％以内で設定されていること【
。設備保証無料サービス概要】■対象物件／戸建・マンション■対象者／お住まいのご売却をご検討のお客様■対象条件／京急不動産（株）
と専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結していただくこと。
〒236-0053 横浜市金沢区能見台通7-25
■対象製品／キッチン
（IHクッキングヒーター・ガスコンロ・レンジフード）、
バス
（本体・浴室乾燥機）、
ガス給湯器、
洗面化粧台、
トイレ
（本体・温水洗浄便座）、
換気扇、
24時間換気システム■保証内容／修理・交換■保証条件／日本リビング保証株式会社による検査の結果、
適
営業時間／10：00〜19:00（水曜定休）
合判定を受けたもの※不適合の判定の場合は、
その部分を除いた保証※不具合箇所補修の際は、
再検査適合後の保証も可能（補修にかかる費用は売主様負担です）※検査実施日から引渡しまで6ヶ月以内であること。
■保証金額／製造から10年以下は補修・交換限度額
1作業あたり10万円（税別）、
製造から10年超は補修交換限度額1作業あたり2〜10万円（税別）■保証期間／引き渡し後1年（引き渡し後7日間は売主様、
以後は買主様に対する保証）■検査会社／日本リビング保証株式会社■備考／本検査・保証は動作確認による結果
にもとづき、
一定期間に生じた特定の事象について保証するものであり、
設備の故障や不具合が生じないことを保証するものではありません。
※ご所有の不動産によっては、
本キャンペーンの対象外とさせていただく場合がございます。
※当キャンペーンは個人のお客様を対象とさせて
頂きます。
※上記QUOカードプレゼントは、
10月1日・2日ご来場の上、
当社アンケートを初記入の方で期間中1家族様1回限り
（査定は共有者含む）
とさせていただきます。
査定は売却を前提とした査定（資産査定・資産評価は除く）
に限ります。
※景品規約に規定されている景品の （一社）不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員（公社）
上限額（媒介報酬額の10％）
を超えない範囲（1,000円単位）
とさせていただきます。
買替等で売却・購入両方が発生した場合は売却・購入の両方のプレゼントを選べます。
※いずれも10/1・10/2ご来場の上、
当社アンケート初記入の方のみ有効。
1世帯1名様のみ有効。
首都圏不動産公正取引協議会加盟 国土交通大臣（13）第902号

京急不動産株式会社

