
国国国国　　　　産産産産 国国国国　　　　産産産産 国国国国　　　　産産産産 国国国国　　　　産産産産 中国産中国産中国産中国産 中国産中国産中国産中国産 中国産中国産中国産中国産

国国国国　　　　産産産産 国国国国　　　　産産産産 国国国国　　　　産産産産 国国国国　　　　産産産産 中国産中国産中国産中国産 中国産中国産中国産中国産 中国産中国産中国産中国産

　

          （古畳処分別途 2,200円／帖）

仕切仕切仕切仕切（両面）（両面）（両面）（両面） 押押押押　　　　入入入入 天・地袋天・地袋天・地袋天・地袋 戸襖戸襖戸襖戸襖（片面）（片面）（片面）（片面） 大大大大 中中中中 小小小小 すりあげすりあげすりあげすりあげ

大大大大 中中中中 小小小小 すりあげすりあげすりあげすりあげ

8,478,478,478,470000円円円円
専用両面

０．２㎜厚テープ貼り

障子ワーロンシート貼り障子ワーロンシート貼り障子ワーロンシート貼り障子ワーロンシート貼り

貼貼貼貼　　　　　　　　替替替替

普通紙普通紙普通紙普通紙
(無地・雲竜)(無地・雲竜)(無地・雲竜)(無地・雲竜)

ビニール入紙ビニール入紙ビニール入紙ビニール入紙
（無地・雲竜）（無地・雲竜）（無地・雲竜）（無地・雲竜）

和和和和　　　　　　　　紙紙紙紙
（機械漉無地）（機械漉無地）（機械漉無地）（機械漉無地）

6,0506,0506,0506,050円円円円 4,8404,8404,8404,840円円円円 3,6303,6303,6303,630円円円円3,5203,5203,5203,520円円円円 2,6402,6402,6402,640円円円円

3,0803,0803,0803,080円円円円 2,3102,3102,3102,310円円円円

2,6402,6402,6402,640円円円円

5,1705,1705,1705,170円円円円

貼貼貼貼　　　　　　　　替替替替

新鳥ノ子新鳥ノ子新鳥ノ子新鳥ノ子
（普及品（普及品（普及品（普及品ﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟ））））

新新新新　　　　　　　　紗紗紗紗
（中級品（中級品（中級品（中級品ﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟ））））

鳥ノ子鳥ノ子鳥ノ子鳥ノ子
（上級品（上級品（上級品（上級品ﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟ））））

4,4004,4004,4004,400円円円円

3,8503,8503,8503,850円円円円

3,3003,3003,3003,300円円円円

8,0308,0308,0308,030円円円円 7,2607,2607,2607,260円円円円 4,8184,8184,8184,818円円円円

3,3003,3003,3003,300円円円円

7,4807,4807,4807,480円円円円 6,8206,8206,8206,820円円円円 4,1584,1584,1584,158円円円円

5,5005,5005,5005,500円円円円 5,1705,1705,1705,170円円円円 4,0704,0704,0704,070円円円円1,9801,9801,9801,980円円円円4,4004,4004,4004,400円円円円

5,9845,9845,9845,984円円円円

6,4246,4246,4246,424円円円円

4,6204,6204,6204,620円円円円

17,60017,60017,60017,600円円円円 15,40015,40015,40015,400円円円円

麻立並麻立並麻立並麻立並
またはまたはまたはまたは

糸立上糸立上糸立上糸立上

建材床建材床建材床建材床
またはまたはまたはまたは

藁藁藁藁ｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞ床床床床

13,20013,20013,20013,200円円円円 9,9009,9009,9009,900円円円円

麻立並麻立並麻立並麻立並 糸立上糸立上糸立上糸立上 糸立並糸立並糸立並糸立並

建材床建材床建材床建材床
またはまたはまたはまたは

藁藁藁藁ｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞ床床床床
建材床建材床建材床建材床 建材床建材床建材床建材床

麻立並麻立並麻立並麻立並 糸立上糸立上糸立上糸立上 糸立並糸立並糸立並糸立並

価価価価　　　　　　　　格格格格 18,70018,70018,70018,700円円円円 14,30014,30014,30014,300円円円円 12,10012,10012,10012,100円円円円 9,9009,9009,9009,900円円円円 8,8008,8008,8008,800円円円円 7,7007,7007,7007,700円円円円 5,5005,5005,5005,500円円円円

表  替  え表  替  え表  替  え表  替  え
高級表高級表高級表高級表 麻立特上麻立特上麻立特上麻立特上 麻立上麻立上麻立上麻立上

麻立並麻立並麻立並麻立並
またはまたはまたはまたは

糸立上糸立上糸立上糸立上

価価価価　　　　　　　　格格格格

新新新新　　　　　　　　畳畳畳畳
高級表高級表高級表高級表 麻立特上麻立特上麻立特上麻立特上 麻立上麻立上麻立上麻立上

一級藁床一級藁床一級藁床一級藁床 藁藁藁藁　　　　　　　　床床床床
建材床上建材床上建材床上建材床上

またはまたはまたはまたは

藁藁藁藁ｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞ床上床上床上床上

39,60039,60039,60039,600円円円円 25,30025,30025,30025,300円円円円 20,90020,90020,90020,900円円円円

畳のことなら『『『『 一級技能士一級技能士一級技能士一級技能士 』』』』と『『『『 畳ドクター畳ドクター畳ドクター畳ドクター 』』』』の居る

「「「「 にしむらにしむらにしむらにしむら 」」」」にお任せください。

訪訪訪訪
問問問問
日日日日
時時時時
のののの
調調調調
整整整整
おおおお
見見見見
積積積積
もももも

おおおお
伺伺伺伺
いいいい
しししし
まままま
すすすす
。。。。

電電電電
話話話話
・・・・
メメメメ

I
ルルルル
おおおお
承承承承
りりりり

お 見 積 無 料

表替え・表替え・表替え・表替え・ 裏返し裏返し裏返し裏返し 制作・制作・制作・制作・ 仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ 納 品
朝お伺い朝お伺い朝お伺い朝お伺い⇒畳預かり畳預かり畳預かり畳預かり

家具や大きなお荷物も家具や大きなお荷物も家具や大きなお荷物も家具や大きなお荷物も

そのままで大丈夫そのままで大丈夫そのままで大丈夫そのままで大丈夫!!
畳をあげた際に畳をあげた際に畳をあげた際に畳をあげた際に

簡単清掃簡単清掃簡単清掃簡単清掃もお任せください。もお任せください。もお任せください。もお任せください。

当日中当日中当日中当日中 にににに 仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ ますますますます。。。。

畳を預かり中は、お部屋が畳を預かり中は、お部屋が畳を預かり中は、お部屋が畳を預かり中は、お部屋が

使えません。使えません。使えません。使えません。 (要予約要予約要予約要予約)

納品納品納品納品 及び及び及び及び 敷き込み敷き込み敷き込み敷き込み

家具や大きな家具や大きな家具や大きな家具や大きな

お荷物を元に戻します。お荷物を元に戻します。お荷物を元に戻します。お荷物を元に戻します。

にしむらのにしむらのにしむらのにしむらの お任せ安心サービスお任せ安心サービスお任せ安心サービスお任せ安心サービス！！！！

畳工事ご依頼のお客様限定畳工事ご依頼のお客様限定畳工事ご依頼のお客様限定畳工事ご依頼のお客様限定

安心・安全にカビ予防。安心・安全にカビ予防。安心・安全にカビ予防。安心・安全にカビ予防。

★★★★抗カビ剤塗布抗カビ剤塗布抗カビ剤塗布抗カビ剤塗布サービスサービスサービスサービス

【い草の表・裏両面に塗布】

畳表替えと同時にご注文の畳表替えと同時にご注文の畳表替えと同時にご注文の畳表替えと同時にご注文の

お客様限定お客様限定お客様限定お客様限定。。。。

★ 畳畳畳畳 殺菌乾燥殺菌乾燥殺菌乾燥殺菌乾燥 1帖/550円

〈通常１帖通常１帖通常１帖通常１帖/2,750円円円円〉

畳新調・畳新調・畳新調・畳新調・ 表替え表替え表替え表替え

ご予約ご予約ご予約ご予約.ご注文ご注文ご注文ご注文のお客様のお客様のお客様のお客様限定限定限定限定。。。。

★防虫防虫防虫防虫・防湿シートサービス防湿シートサービス防湿シートサービス防湿シートサービス

〈〈〈〈通常６帖敷き込み共通常６帖敷き込み共通常６帖敷き込み共通常６帖敷き込み共 3,300円円円円〉〉〉〉

襖 張替 障子張替

畳

知

恩

院

御

用

達

の

店

「抗菌・抗ウイルス加工畳 エバーグリーン」は
嵯峨商事株式会社が抗菌・抗ウイルス加工を行なった製品です。

お手入れ簡単。

キレイが続きます

汚れや日焼けに負けず

美しさをキープします。

引っ掻いても

傷つきにくい。

ペットの爪や、玩具による

傷も付きにくい。

〈〈〈〈縁付き畳縁付き畳縁付き畳縁付き畳〉〉〉〉

スタンダードな引目織表 銀白 ８色 細目に織り込んだ目積表 清流 15色

表替表替表替表替 11,000円／円／円／円／帖帖帖帖

新調新調新調新調 16,500円円円円～／帖～／帖～／帖～／帖

〈〈〈〈縁無し畳縁無し畳縁無し畳縁無し畳〉〉〉〉

新調新調新調新調 (半帖半帖半帖半帖) 13,800円円円円～～～～／／／／枚枚枚枚

新調新調新調新調 (一帖物一帖物一帖物一帖物) 19,800円円円円～／帖～／帖～／帖～／帖

新調襖やデザイン建具や

別注家具の製作も承っております。

お部屋も衣替え

夏のしつらえに

ゴロンと横になりたくなるリラックス感。

正座すると感じる凛とした緊張感。

“夏は涼しく、冬は暖かく”

断熱性や保湿性に優れた畳の特質を

生かした快適なすまいを。

職人職人職人職人のののの技技技技

京京京京からかみからかみからかみからかみ

手間を惜しまない丹念な

製法が、優美なあじわいと

伝統の技を

かもしだしてくれます。 M-236 鉄線

畳 にしむら 襖 にしむら ※※※※表示価格は、すべて税込価格です。

“畳業界初”

抗菌・抗菌・抗菌・抗菌・ 抗ウイルス加工畳抗ウイルス加工畳抗ウイルス加工畳抗ウイルス加工畳

畳表に抗菌・畳表に抗菌・畳表に抗菌・畳表に抗菌・ 抗ウイルス剤を特殊コーティング抗ウイルス剤を特殊コーティング抗ウイルス剤を特殊コーティング抗ウイルス剤を特殊コーティング

カビの発生やダニの

増殖を抑える。

自然素材の「機械漉き和紙」

大建 健やかおもてを使用

健やかおもてシリーズ

キャンペーン

価 格

キャンペーン

価 格

期間限定サービス❢ ７月31日（土）まで（土）まで（土）まで（土）まで

安全な畳を安心してご使用いただくために納品時に右記のような安全な畳を安心してご使用いただくために納品時に右記のような安全な畳を安心してご使用いただくために納品時に右記のような安全な畳を安心してご使用いただくために納品時に右記のような

『畳品質表示書』を畳裏に添付してを畳裏に添付してを畳裏に添付してを畳裏に添付して 納品しております。納品しております。納品しております。納品しております。

納戸や押入の奥に

眠ったままの お軸 や

屏風作品などの修復.表装

も承っております。

納 品

制作・制作・制作・制作・ 仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ

畳床畳床畳床畳床.畳表の畳表の畳表の畳表の 発注・発注・発注・発注・ 製作製作製作製作

最短でも最短でも最短でも最短でも2~3日かかります。日かかります。日かかります。日かかります。

納品までお部屋は使えます。納品までお部屋は使えます。納品までお部屋は使えます。納品までお部屋は使えます。

新新新新 調調調調

お伺いお伺いお伺いお伺い ⇒ 畳の採寸畳の採寸畳の採寸畳の採寸

畳床・畳床・畳床・畳床・ 表・表・表・表・ ヘリのヘリのヘリのヘリの

確認と納品日の打合せ。確認と納品日の打合せ。確認と納品日の打合せ。確認と納品日の打合せ。

納品納品納品納品 及び及び及び及び 敷き替え敷き替え敷き替え敷き替え

家具や大きなお荷物も家具や大きなお荷物も家具や大きなお荷物も家具や大きなお荷物も

そのままで大丈夫。そのままで大丈夫。そのままで大丈夫。そのままで大丈夫。

既存の古畳は既存の古畳は既存の古畳は既存の古畳は 持ち帰ります。持ち帰ります。持ち帰ります。持ち帰ります。

おおおお軸軸軸軸やややや

屏風屏風屏風屏風のののの表装表装表装表装

障子を張り替えるだけで

お部屋は明るくなります。


