
（高級タイプ）
出幅 1,800（1 間）×間口 2,750(1.5 間）

特価…￥121,600
出幅 1,800（1 間）×間口 3,660(2 間）

特価…￥147,500
出幅 1,800（1 間）×間口 4,570(2.5 間）

特価…￥185,500
出幅 1,800（1 間）×間口 5,480(3 間）

特価…￥225,800
出幅 1,800（1 間）×間口 7,300(4 間）

特価…￥276,600

（シャイングレー）
出幅 2,700（1.5 間）×間口 2,750（1.5 間）

特価…￥186,100
出幅 2,700（1.5 間）×間口 3,660(2 間）

特価…￥232,700
出幅 2,700（1.5 間）×間口 4,570（2.5 間）

特 価 …￥295,400
出幅 2,700（1.5 間）×間口 5,480(3 間）

特 価 …￥357,800
出幅 2,700（1.5 間）×間口 7,300(4 間）

特 価 …￥452,000
〈オータムブラウン、シャイングレー等 他色々有ります〉

他、サイズ色々できます。お問い合せください。
UV カット
ポリカーボネート屋根

工事込

紫外線

UVカット

ポリカーボネート
屋根材

▼期間中、竿掛けサービス！！

矢
掛
店
・
福
山
店
展
示
中

イナバナイソー  No.6

Rテラス  No.20

24
08

26
60

3130
3130

3210
3210

6055

5775

間口、高さ、奥行き共色々タイプもあります。
ガレーディア  GRN-3157H

《1台用》 特価
《2台用》 特価
《3台用》 特価

￥783,400（工事込）

￥1,189,000（工事込）

￥1,594,700（工事込）

コンクリート布基礎・組立込、シャッター付
（土間打、サイド扉、明かり窓・オプション、確認申請書、諸経費別途）

専
門
店

ハイルーフタイプ

◀
大
切
な
愛
車
を

　
　
　
し
ま
う
な
ら
！！

イナバガレージ  No.4

シャッター電動化
今お使いの手動シャッターをシャッター本体は
そのままで、雨の日などには、濡れることなく
車庫入れができる、電動リモコンシャッターへ
変更する事ができます。

（Ｗ 3,000 ×Ｈ 2,400mm まで）

￥122,000
（三和シャッター）（工事費含む）〈電気配線、諸経費別途〉

福山店展示中

矢掛店展示中

矢
掛
店
展
示
中

快適電動リモコンシャッターリフォーム No.5
イナバ バイク保管庫  No.7

Rカーポート  No.15

お気軽にご相談ください。
低金利キャンペーン
実施中 （金利 3%）

★オリコのリフォームローン取り扱います★
月々21,400円借入50万円で

24回払いの場合例
え
ば

月々28,900円借入100万円で
36回払いの場合

月々35,600円

月々21,400円
月々28,900円
月々35,600円借入200万円で

60回払いの場合

カタログ御希望の方 No. を TELください。無料送付致します。

矢掛店
展示中

★他サイズいろいろ有ります！
FXN-1726S型（1.43坪）
　　（幅）　　　 （奥行）
　1,790 ㎜× 2,630 ㎜

￥253,100

（断熱構造物置）

SMK-47H 型（2.8 帖）
　　（幅）　　　 （奥行）
　1,880 ㎜× 2,460 ㎜

（ガラス窓、掃出窓、組立込）（棚板、電配別途）

￥434,700
SMK-75H 型（4.54 帖）
　　（幅）　　　 （奥行）
　2,460 ㎜× 3,040 ㎜

（ガラス窓、掃出窓、組立込）（棚板、電配別途）

￥553,500

FXN-2234S型（2.32坪）
　　（幅）　　　 （奥行）
　2,210 ㎜× 3,470 ㎜

￥310,000
（基礎 1 段、組立費、シャッター込）

（土間コンクリート、棚板、窓、諸経費別途）

シャッター付

組立費込み
特価

特価

（スタンダード）

（デラックスタイプ）

（2台用）5054（ワイドタイプ）
　………￥285,000
奥行5000mm×幅5400mm〈工事込〉

（1台用）5027（片持柱）
　………￥139,700
奥行5000mm×幅2700mm 〈工事込〉

（熱線吸収ポリカ、シャイングレー、オータムブラウン）

自転車置場、
洗濯干し場にも

使えます。

柱下 H-2200㎜

矢
掛
店
・
福
山
店
新
型
展
示
中

組
立
費
込
み

1840 18401930

1790 1790
1790

2020 2075

イナバ ネクスタウイズ　No.8

矢掛店
展示中

期間中、熱線吸収ポリカの期間中、熱線吸収ポリカの
グレードアップサービスグレードアップサービス

期間中、熱線吸収ポリカの
グレードアップサービス

テラスルーム  No.19

特売品

見積など電話でのご相談は…
フリーダイヤル 0120-82-0318

全品 消費税を含んでいます。

増・改築、解体、整地
プラン作成、現地調査等

見積
無料

20
20

［
23
20
］

20
75

［
23
75
］

27302730

26302630

1510

1370

イナバ ネクスタプラス  No.9
⎛ 断熱付で収納物にやさしい物置！！　　 ⎞
⎝ さらに気密性の高いアルミ製ドアを採用 ⎠

⎛ 物置＋開放スペースで　  ⎞
⎝ 使い勝手・収納力抜群 !! ⎠

NXP‒30SD（スタンダード）（0.96 坪）
幅 2,210mm ×奥行 1,370mm

特価￥214,800
（組立費込、オプション別途）

NXP‒50SD（スタンダード）（1.47 坪）
幅 2,630mm ×奥行 1,790mm

特価￥284,100
（組立費込、オプション別途）

矢掛店
展示中高断熱

新発売
断熱付物置

取付可能か無料で
現地調査します。（ ）

▶良い品物を安く、安心出来る専門店◀

やっぱりイナバ！ 100人乗っても大丈夫！！やっぱりイナバ！ 100人乗っても大丈夫！！やっぱりイナバ！ 100人乗っても大丈夫！！（イナバの専門店）（色々展示してます）

（2台用）51-54H＜ハイルーフ、ポリカーボネート＞
（L5052㎜×W5398㎜）
　……………特価￥463,900

ツイン

（3台用）51-71H＜ハイルーフ、ポリカーボネート＞
（L5052㎜×W7108㎜）
　……………特価￥915,500

トリプル

フラットカーポートDX  No.14

期間中、熱線遮断ポリカに期間中、熱線遮断ポリカに
グレードアップサービス！グレードアップサービス！
期間中、熱線遮断ポリカに
グレードアップサービス！

矢掛店
展示中

建設業  岡山県知事許可第25961号

本社／岡山県矢掛町小林107  ☎（0866）82-0018
矢掛総合展示場／岡山県矢掛町矢掛42-1
福山展示場／福山市大門町大門3339

TEL（084）943-3125
見積など電話でのご相談は…フリーダイヤル

確
認
申
請
対
応
タ
イ
プ

矢掛店・福山店展示中

（関東間）

紫外線

UVカット

ポリカーボネート
屋根材

◀期間中、
　竿掛けサービス！！

雨の日も洗濯物が干せます 床人工木デッキ
木のぬくもりと樹脂の耐久性を
備えた人工木デッキを使用

組立費込み NXN-32S・32SK 型（スタンダード）（1.98 坪）
　　　　　（幅）　　　　 （奥行）
　1,790 ㎜＋1,790×2,630 ㎜ 特価￥247,800

トイレ付、流し付、風呂付、
間仕切り付もできます!!

OS 型フラット No.17
事務所・店舗・社宅等に幅広い用途に利用できます

軽量鉄骨造壁パネル式プレハブ（軒高：3030 ㎜）

高品質とスピーディーな施工で高品質とスピーディーな施工で
優れたコストパフォーマンスを発揮!!優れたコストパフォーマンスを発揮!!

高品質とスピーディーな施工で
優れたコストパフォーマンスを発揮!!

本体完成金額（6坪タイプ）
2間（3,600㎜）× 3間（5,400㎜）

￥2,683,000
本体完成金額（10坪タイプ）
2.5間（4,500㎜）× 4間（7,200㎜）

￥3,685,000
本体完成金額（12坪タイプ）
3間（5,400㎜）× 4間（7,200㎜）

￥4,084,000

本体完成金額（15坪タイプ）
3間（5,400㎜）× 5間（9,000㎜）

￥4,984,000
本体完成金額（20坪タイプ）
4間（7,200㎜）× 5間（9,000㎜）

￥6,069,000
本体完成金額（30坪タイプ）
5間（9,000㎜）× 6間（10,800㎜）

￥7,729,000
コンクリート布基礎、建方、運賃含む（4t車）　（電気配線、諸経費、小運搬、確認申請、内仕切り、玄関庇別途）

全品 消費税を含んでいます。

内装
外装鉄板サイディング（断熱入）、床フロアー外装鉄板サイディング（断熱入）、床フロアー
内装プリント合板（断熱入）、天井ジプトン（断熱入）内装プリント合板（断熱入）、天井ジプトン（断熱入）
外装鉄板サイディング（断熱入）、床フロアー
内装プリント合板（断熱入）、天井ジプトン（断熱入）

和風タイプ

他サイズ色々有ります。

選べる扉
カラーで新発売

特価
特価
特価

特価特価
特価
特価
￥343,100
￥392,000
￥454,100

￥143,600
￥194,700
￥242,600

NXN-95H（2.82坪）
3,050mm×3,050mm

NXN-50S（1.43坪）
1,790mm×2,630mm
NXN-70S（2.10坪）
2,630mm×2,630mm

NXN-30S（0.92坪）
1,370mm×2,210mm

NXN-105H（3.26坪）
3,050mm×3,470mm
NXN-140H（4.24坪）
2,630mm×5,260mm

NXN-95H（2.82坪）
3,050mm×3,050mm

NXN-50S（1.43坪）
1,790mm×2,630mm
NXN-70S（2.10坪）
2,630mm×2,630mm

NXN-30S（0.92坪）
1,370mm×2,210mm

NXN-105H（3.26坪）
3,050mm×3,470mm
NXN-140H（4.24坪）
2,630mm×5,260mm

矢掛店・福山店
展示中

新 型

イナバ物置  No.10 イナバデザイナーズガレージ  No.11

ブロックサービス！！
組立費込み

特価【専門店】【専門店】【専門店】

サイズ色々あります。

上質で洗練されたデザイン。充実した機能を搭載、個性的な庫内演出。
そんな一歩先行くデザイナーズガレージ「アルシア」誕生です。

（イナバ アルシア）

ブロックサービス！！

ブロックサービス・組立費込！！

開放スペース併設物置安心の断熱・耐久効果で安心の断熱・耐久効果で
　　身近な物を大切に守ります。　　身近な物を大切に守ります。
安心の断熱・耐久効果で
　　身近な物を大切に守ります。

他
サ
イ
ズ
色
々
あ
り
ま
す
。

見積プランは無料です。ご相談ください。

検索ハウジングエビスヤ

ホームページ

新登場

ヨド物置・ガレージ　No.13イナバシンプリー No.12
1760

788

755
1740

1603

特価￥80,900
（組立費込、オプション別途）

MJX‒177DP
（長もの収納タイプ）

D755mm×W1740mm×H1603mm

見積
無料

目かくしフェンス

ブロック塀、フェンス工事 門まわり工事（　　　 　　 ）門扉・塀瓦・塗装改修・
化粧ブロック

門まわり・外構工事 No.21

門まわり・外構工事もご相談下さい

仕事も家事も両立！
休憩スペース＆洗濯スペース

仕事効率アップ！
第２のワーキングスペース

新発売

家族でもひとりでも。
暮らしに寄り添う、ガーデンルームのカタチ。

矢掛店
展示中

コンパクトな
収納庫。
軒下に収まり
ます。

（テラス囲いタイプ）屋根：ポリカーボネート
　（4 帖タイプ）
　　奥行 1,800mm（1 間）×間口 3,600mm（2 間）

　￥752,200
（標準工事費、ガラス代、床人工木デッキ含む）

　（3 帖タイプ）
　　奥行 1,800mm（1 間）×間口 2,700mm（1.5 間）

　￥677,100
（標準工事費、ガラス代、床人工木デッキ含む）

専用カタログ
有ります。

専用カタログあります。

専用カタログあります。

和風

売出期間
2021年

矢掛店展示中

ガーデンルーム GF　No.18

（基礎・組立込）

優れた経済性と短い工期を追求した
プレハブの王道（基礎・組立込）

軽量鉄骨造壁パネル式プレハブ（軒高：3030 ㎜）倉庫・作業場に!!

内装

（床パネル合板、布基礎、建方、運賃含む、雨樋付）
（天井、断熱材、シャッター、床土間仕様、確認申請、電気
配線、諸経費別途）

シャッター付もできます。
（シャッター、土間打別途）

【6 坪タイプ】本体完成金額
　3,600㎜（2 間）× 5,400 ㎜（3 間）

￥1,666,300

【15坪タイプ】本体完成金額【15坪タイプ】本体完成金額
　5,400　5,400㎜㎜（3 間）（3 間）× 9,000㎜× 9,000㎜（（5 間）5 間）

￥￥22,,997997,,500500
【15坪タイプ】本体完成金額
　5,400㎜（3 間）× 9,000㎜（5 間）

￥2,997,500

【20坪タイプ】本体完成金額【20坪タイプ】本体完成金額
　7,200　7,200㎜㎜（4 間）（4 間）× 9,000㎜× 9,000㎜（（5 間）5 間）

￥￥33,,644644,,000000
【30坪タイプ】本体完成金額【30坪タイプ】本体完成金額
9,0009,000㎜㎜（5 間）（5 間）× 10,800㎜× 10,800㎜（（6 間）6 間）

￥￥55,,007007,,000000

【20坪タイプ】本体完成金額
　7,200㎜（4 間）× 9,000㎜（5 間）

￥3,644,000
【30坪タイプ】本体完成金額
9,000㎜（5 間）× 10,800㎜（6 間）

￥5,007,000

【10坪タイプ】本体完成金額【10坪タイプ】本体完成金額
　　4,500㎜（2.5 間）× 7,200㎜（4 間）4,500㎜（2.5 間）× 7,200㎜（4 間）

￥￥22,,312312,,400400
【12坪タイプ】本体完成金額【12坪タイプ】本体完成金額
　　5,400㎜（3 間）× 7,200㎜（4 間）5,400㎜（3 間）× 7,200㎜（4 間）

￥￥22,,518518,,800800

【10坪タイプ】本体完成金額
　4,500㎜（2.5 間）× 7,200㎜（4 間）

￥2,312,400
【12坪タイプ】本体完成金額
　5,400㎜（3 間）× 7,200㎜（4 間）

￥2,518,800

OFR型規格ハウス No.16

現代の住まいをリードする小住宅の専門店。西日本随一のプレハブ専門店。現代の住まいをリードする小住宅の専門店。西日本随一のプレハブ専門店。

8月 7日
㊏〜8月 22日

㊐

（カタログ販売にて）

ヨド物置・ガレージ
取扱いあります。

お問い合わせください。

クールフェアクールフェア
お盆休み

（8/13・14 矢掛総合展示場）
（8/13・14・15 福山大門展示場）


