
スイーツショップ！あの、ニコラ・モローの

「マツコの知らない世界」や「ヒ
ルナンデス」等テレビでお馴
染みのニコラ・モローがシン
サナミとコラボし、ここでし
か味わえないスペシャルス
イーツを販売！
数に限りがございますので、
お早めに！当日はニコラ・モ
ローが直接販売いたします！

ニコラ・モロー : フランス・リヨン市生まれ。2000 年に来日し、銀座有名菓子店で
の経験を活かし、表参道に自身のお店を持つ。2017 年 1月より料理研究家として
新たなスタートを切る。シンサナミでは定期的に「フランス料理教室」を開講中。

横浜会場横浜会場

横浜会場横浜会場

甲府会場甲府会場

いすヨガ＆個性診断
椅子を使った簡単なヨガ体験！
さらに「ISD個性心理学」を使っ
て個性を診断してみましょう！

渡邉 勢子 : ヨガインストラクター歴７年。
ヨガ＆顔ヨガインストラクター、チャイルドボ
ディセラピスト、ISD個性心理学インストラクター
の資格を持つ。シンサナミでは毎週水曜日「ヨガ
講座」を開講、幅広い層から支持されている。

アイシングクッキーをつくろう！ 漢方で体質分析！
「アイシングクッキー」と
お絵かきパンを作りま
しょう！焼き菓子、パン
の販売もありますよ！

松浦 昭子 :「おひさまのたまご」代表。
2000 年より自宅でパン・お菓子教室を始める。
日本茶アドバイザー・製菓衛生士の資格を持つ。
シンサナミでは、隔週の火曜日に「パン講座」を
開講中。今年４月から新たな講座も開講予定。

１対１で行う簡単な漢
方体質分析を行います。
結果に合わせた食薬の
プレゼントや、販売も
行います。

曽田 明子 : 身体のケアのために始めた骨盤矯正エク
ササイズでインストラクターに。さらに身体機能に
ついて学びを深めようと東洋医学を学ぶ。
シンサナミでは、毎月第 2・４木曜日に「漢方講座」
を開講中。

横浜会場
甲府会場

厚木会場

横浜市旭区鶴ヶ峰2-5 

甲府市大津町67番1
シンサナミ甲府営業所

厚木市栄町1-16-15
厚木商工会議所

シンサナミ横浜本社5/14
10:00〜16:00

10:00〜16:00
5/21

毎年恒例、シンサナミ春のイベント！
住まいの機器のお得な販売やワー
クショップ、素敵な来場記念品な
ど内容盛りだくさん！

毎年恒例、シンサナミ春のイベント！
住まいの機器のお得な販売やワー
クショップ、素敵な来場記念品な
ど内容盛りだくさん！

参加費：500円
所要時間：30分
定員：20名

参加費：500円
所要時間：15分
定員：20名

DECOクレイクラフト教室
どなたでも簡単に作れる、特
別な紙粘土でバラの花を作り
ましょう！枯れないお花でお
部屋のインテリアに彩りを！

濱中 聡子 : クレイクラフト歴９年。日本で講師活動
をした後、UAE、バーレーンなど、海外にてクレイ
クラフトの講師を行う。2016 年より日本での講師
活動を再開。シンサナミでは毎月第３・４金曜日に
「DECOクレイクラフト」を開講中。

ブティセミナー
フランス南部プロヴァンス地
方の伝統的なキルト。
薄手の2枚の布をステッチし、
陰影で繊細な柄を表現します。

神原 由理 : ブティ歴約 20年。雑誌でブティに出会い、
独学でブティを学んだ後、本格的に教室に通い始める。
その後ブティの美しさを共有できるように教室を開催。
シンサナミでは、隔週の金・土曜日に「ブティ講座」
を開講中。

参加費：500円
所要時間：30分
定員：20名
※作ったお花はお持ち帰り
いただけます。

当日はデモンストレーショ
ンのみになります。
ブティの質感を実際に見て
感じてください。

お惣菜ショップ！　　
旭区上白根にある「肉のきよ
し」が名物「あさひくん」煮
込みハンバーグをはじめ、美
味しい自家製惣菜を販売いた
します。

「あさひくん」煮込みハンバーグは、A5ランクの和牛
と国産豚を使用した手作りハンバーグ。添加物も一切
使用していないのだそう。

「あさひくん」煮込みハン
バーグ 1袋 (２個入り )
400 円など

【いすヨガ】
参加費：1,000 円
所要時間：60分 (10:00～)
【個性診断】
参加費：500円
所要時間：30分 (12:30～)
※両方とも定員 2０名。

起震車で地震体験！
前後、左右、上下と揺れを再現し、実際に起きた
地震をリアルに体験できます。
地震のゆれを体験して、万が一の発生時のために
何が必要かを見直してみませんか？ 

薬膳セミナー！＋スイーツショップ

和菓子をプレゼント！

松本じゅん : 自身の体調不良をきっかけに中医学に
興味を持つ。フランスでの料理修行やニカラグァ共
和国の日本大使館料理長などを経た後、国際中医師
試験に合格。その後、世界で最も権威のある薬膳料
理大会にて日本人で初めて最高位賞を受賞。　

厚木会場厚木会場

※写真はイメージです。

ぱんくるメープルをプレゼント！

相模原市のおいしいパン屋さん「パン・ド・クルー」の看板商品
「ぱんくるメープル」をご来場の皆さまにプレゼント致します！

笛吹市にある、「和菓子処 さくら屋」の和菓子をご来
場記念品として皆さまにプレゼント致します！

※雨天は中止となります。また起震車の状態などにより、
実施できない場合があります。

所要時間：60分

ガス機器・住宅設備機器の特別セールは裏面をご覧ください！ガス機器・住宅設備機器の特別セールは裏面をご覧ください！

【パウンドケーキ】
・オレンジ
・はと麦とお豆

各250円

500円【薬膳茶】

薬膳料理大会にて
日本人初の快挙となる、
最高位を受賞されました！
【薬膳セミナー】
11:00～/13:00～

詳細については、お近くの営業所へお気軽にお問合せください。
□横浜本社
住所：旭区鶴ヶ峰2-5
電話：0120-800-373

□秦野営業所
住所：秦野市戸川13-2
電話：0120-802-373

□海老名営業所
住所：海老名市国分寺台2-12
電話：0120-801-373

□甲府営業所
住所：甲府市大津町67-1
電話：0120-373-060

□山梨営業所
住所：南都留郡西桂町下暮地1971-4
電話：0120-803-373

担当



4/1〜5/10

ランニングコストは、従来の給湯器の約半分！
年間給湯ランニングコスト比較

エコワン従来給湯器

112,800 円 約
削減

48％
58,400円

※試算表は メーカーの基準による。

標準取付工事費込！標準取付工事費込！

光熱費がお得になる！光熱費がお得になる！
電気電気ガスガスとと のスマートな組み合わせ！のスマートな組み合わせ！

定価296,500円

業界初！冷凍食品調理機能！

グリルを使って、冷凍食品を美味しく調理！

現金特価！

標準取付工事費込！標準取付工事費込！

¥600,000¥600,000¥600,000
現金特価！現金特価！3232OFFOFF

％％ リースなら月々

ハイブリッド給湯器

金利、手数料なし。標準取付工事費込！金利、手数料なし。標準取付工事費込！

お買上げの方にはもれなく！お買上げの方にはもれなく！リースならリースなら月々月々

浴室暖房乾燥機プレゼント！

梅雨の時期でも、
洗濯物が干せて
安心♪

( 給湯代 )( 給湯代 )

ローボーイエコワン
 885,800円

総計498,000円のところ

¥315,000¥315,000＋＋
プラスプラス ＝＝イコールイコール 3636OFFOFF

％％

3030OFFOFF
％％

住まいに合わせて選べる、2つのお得なプラン！住まいに合わせて選べる、2つのお得なプラン！

リフォームはりふぉーむ工房だんらんにお任せ！リフォームはりふぉーむ工房だんらんにお任せ！

これからの季節に便利！衣類乾燥機これからの季節に便利！衣類乾燥機

スマホでレシピを検索 デリシアで簡単調理！
RHS71W22E4RC-STW 定価295,000円

現金特価！ リースなら月々

¥150,000¥150,000¥150,000
標準取付工事費込！標準取付工事費込！

¥150,000¥150,000¥150,000¥2,084¥2,084¥2,084
6年リース

/月々

現金特価！現金特価！ 現金特価！現金特価！現金特価！リースならリースなら月々月々5151OFFOFF
％％ 5151OFFOFF

％％ リースなら月々 6年リース

/月々

リースならリースなら月々月々

デリシア専用アプリが誕生。豊富なレシピと調理
サポート機能により、料理を楽しめます。

料
理
は
や
っ
ぱ
り
、
ガ
ス
コ
ン
ロ

定価 158,000 円
マイトーン

ピアット ファミリッセ

パワフル温風でしっかり除菌。 
赤ちゃんの衣類乾燥にも最適！

つまり、

デリシア

RS71W20A30Ｄ-VW

¥87,000¥87,000

RHS71W17G25R-STW 定価 215,000 円

OGR-REC-AP751LSV
レンジフード

定価 203,000 円

¥107,500¥107,500

¥96,600¥96,600

N3WN7RWTSKSV 定価 151,000 円
N3WP6PWASMSTES 定価 223,000 円

プログレ

¥111,500¥111,500 ¥75,500¥75,500

床の張り替えから、 おうちまるごとまで
住まいのことなら私たちにお任せ下さい！

洗面化粧台　

Vシリーズ

W750mm＋三面鏡

洗面化粧台

ピアラ　

W750+3 面鏡

定価 180,100 円定価 153,000 円

¥61,200¥61,200

¥376,000¥376,000 ¥355,000¥355,000

¥95,000¥95,000

システムバス

リモア

BRDS-1216LBST　

基本仕様

定価 790,000 円

サザナ

HSV1616US

基本仕様

定価 837,000 円

　

システムキッチン

クリンレディ　

I 型 2100 ㎜　

Dクラス

シンプルプラン 標準仕様
定価　634,800 円

システムキッチン
ラクエラ 　
I 型 2550 ㎜
スライド収納
プランシンシア

¥350,000～¥350,000～ ¥285,000～¥285,000～
RDT52-S

衣類乾燥機
乾太くん

定価 138,000円

デリシアキッチンプランキッチンプラン

※全ての商品は別途消費税がかかります。

現金特価！ リースなら月々

ランニングコストは、従来の給湯器の約半分以下！

※試算表は メーカーの基準による。

年間給湯ランニングコスト比較

ハイブリッド従来給湯器

105,000 円 約
削減

66％
36,000円

140L タイプ
980,600円

金利、手数料なし。標準取付工事費込！金利、手数料なし。標準取付工事費込！

金利、手数料なし。標準取付工事費込！金利、手数料なし。標準取付工事費込！ 金利、手数料なし。標準取付工事費込！金利、手数料なし。標準取付工事費込！

標準取付工事費込！標準取付工事費込！

¥600,000¥600,000¥600,000 ¥5,00010年リース¥5,000¥5,000 /月々

¥5,00010年リース¥5,000¥5,000 /月々

現金特価！現金特価！ リースならリースなら月々月々3838OFFOFF
％％

浴室暖房乾燥機プレゼント！

梅雨の時期でも、
洗濯物が干せて
安心♪

ハイブリッド給湯器

お買上げの方にはもれなく！お買上げの方にはもれなく！

ハイブリッド給湯器と浴室暖房乾燥機の総額

ハイブリッド給湯器と浴室暖房乾燥機の総額

各会場限定5台！各会場限定5台！各会場限定5台！ 各会場限定5台！各会場限定5台！各会場限定5台！

5050OFFOFF
％％ 5050OFFOFF

％％ 5050OFFOFF
％％

4545OFFOFF
％％

RHS71W22E4RC-STW
定価295,000円

標準取付工事費込！標準取付工事費込！

総計676,000円のところ

¥298,000¥298,000＋＋
プラスプラス ＝＝イコールイコール 5353OFFOFF

％％

デリシアお得プランお得プラン
RHS71W22E4RC-STW

定価295,000円

標準取付工事費込！標準取付工事費込！

RUF-E2405SAW

MBC-220VC(A)
マルチリモコン

定価381,000円

¥2,084¥2,084¥2,084
期間限定！住まいの機器が大特価！

工事費別途 工事費別途

工事費別途

工事費別途

工事費別途

工事費別途

工事費別途 工事費別途

工事費別途

工事費別途

工事費別途

専用ココット付き！ 専用キャセロール付き！

N3S05PWASKSTESC


