
①ＬＤ照明3台（ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ＋居室用） 

②ＬＥＤ照明６台 

③液晶３２型ＴＶ＆Ⓐコース又はⒷコース 

  Ⓐｽﾀｲﾘｯｼｭﾃﾞｻﾞｲﾝ地ﾃﾞｼﾞｱﾝﾃﾅ工事(ﾌﾞｰｽﾀｰ付) 

  Ⓑﾌﾞﾙｰﾚｲﾌﾟﾚｲﾔｰ＋ｱｸﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ 

④エアコン６畳用＋ＬＥＤ照明1台 

⑤家電セレクト ⒶⒷⒸコースより各１アイテム 

⑥ベルメゾンでお買いもの 

  ⒶカタログからⒷショップからお買いもの 

⑦電動アシスト自転車 26ｲﾝﾁ 

⑧キッチンボード 

⑨カウンター下収納 

⑩カーテンレール＆フサカケ 8窓分 

カタログの①～⑩の中からお一つ 

プレゼントいたします。 

★合わせてご紹介キャンペーン実施中★ 

最高１０万円のキャッシュバック！！ 



カタログ １～１０ よりお選びください。 
お選びいただきましたら下記の内容をご確認ください。 

①・・・ＬＥＤ照明３台（リビング・ダイニング＋居室用）（ 取付工事込） 

     ＊リビング・ダイニング照明は、ⒶⒷⒸよりお選びください。 

     ＊居室用（調光タイプ）は、昼白色か電球色かをお選びください。 
 

②・・・ＬＥＤ照明６台  （取付工事込） 

     ＊２階居室用（調光タイプ）は、昼白色か電球色かをお選びください。 
 

③・・・Ⓐコース・Ⓑコースよりお選びください。 

      Ⓐコース： テレビとアンテナ工事 

      Ⓑコース： テレビとブルーレイプレイヤー・アクティブスピーカー（直送） 

             ＊送り先希望納品日等もお知らせください。 
 

④・・・エアコン（６畳用）とＬＥＤ照明１台 （取付工事込） 

     ＊エアコンは、お取り付けする部屋をお決めください。 

     ＊照明は、昼白色か電球色かをお選びください。お取り付けする部屋をお決めください。 
 

⑤・・・家電セレクトⒶⒷⒸより各１アイテムをお選びください。（直送） 

     ＊送り先・希望納品日等もお知らせください。 （お申込みより１週間～１０日後程度をみてください。） 
 

⑥・・・Ⓐコース・Ⓑコースよりお選びください。送り先・希望納品日をお知らせください。（ベルメゾンより直送） 

      Ⓐコース： ベルメゾンカタログより税込８５，０００円分の商品（配送費・組立費含む） 

      Ⓑコース： ベルメゾンショップにて税込８５，０００円分を購入（配送費・組立費含む） 

              ショップではインテリア相談等もご対応させていただきます。（要予約） 
 

⑦・・・電動アシスト自転車（お引取り） 

     ＊お近くのあさひ自転車のお引取り店をお決めください。 

      （お申込みより１週間～１０日後程度をみてください。） 
 

⑧・・・キッチンボード （組立設置込） 

     ＊お色、送り先、希望納品日等をお知らせください。  

      （お申込みより１週間～１０日後程度をみてください。） 
 

⑨・・・カウンター下収納 （組立設置込） 

     ＊お色、送り先、希望納品日等をお知らせください。  

      （別注品の為、お申込みより２週間～３週間程度をみてください。） 
 

⑩・・・カーテンレール＆フサカケ取付工事 （取付工事込） 

     ＊カーテンレール・フサカケのお色の確認、取付工事日のご連絡をさせて頂きます。 
 

※直送品は基本、西濃運輸にてお送りさせていただきます。 

     

     

     
 
 

※ご注意 

キャンペーン対象期間はお取引日より３ヶ月間が有効期限です。 

お申し込みはお早めにお願い致します。 



  

国内有名メーカー製 
※メーカーはおまかせでお願いいたします。 

※写真の照明器具・リモコンはイメージです。 

 メーカーによりデザインが異なります。 

◆パナソニック  ◆コイズミ照明 

◆オーデリック  ◆大光電機 

◆東芝        ◆シャープ   

  いずれかのメーカーの製品となります。 
 
 

リビング・ダイニング用 ×２台 

     居室用 調光タイプ×1台 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

昼白色・電球色のどちらかをお選びください。 

調光タイプ  

 

（～６畳） 

 

ＬＥＤ 

又は 
 

×1台 

◆リビング・ダイニング用はⒶⒷⒸよりお選びください。  ◆取付工事費込 

ＬＥＤ 
ＬＥＤ 

ＬＥＤ 

ＬＥＤ 

ＬＥＤ ＬＥＤ 

（～１０畳） 

 

（～６畳） 

 

（～６畳） 

 
（～１０畳） 

 

（～８畳） 

 

（～８畳） 

 



（～８畳） 

昼白色～電球色  

 

ＬＥＤ 

   

◆取付工事費込 

  調光・調色タイプ 【～８畳用×１台 ／ ～６畳用×１台】 

◆【アクリルカバー】乳白 

◆リモコン（全灯・普段・常夜灯・滅）  

◆壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）  

◆リモコンで〈100％～5％〉調光 

        〈昼光色～電球色〉調色  
 

◆【アクリルカバー】乳白 

◆リモコン（全灯・普段・常夜灯・滅）  

◆壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）  

◆リモコンで〈100％～5％〉調光  
 

◆お勧め取付場所◆ 

 【～８畳用】  

  リビングに 

 【～６畳用】 

  ダイニングに 

                        

×1台 

国内有名メーカー製 
※メーカーはおまかせでお願いいたします。 

※写真の照明器具・リモコンはイメージです。メーカーによりデザインが異なります。 

◆パナソニック 

◆コイズミ照明 

◆オーデリック 

◆大光電機 

◆東芝 

◆シャープ   

  いずれかのメーカーの製品となります。 
 
 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

調光タイプ  

 

（～６畳） 

 

ＬＥＤ 

又は 
 

×３台 

調光タイプ  

 

（～８畳） 

 

ＬＥＤ 

又は 
 

×1台 

（～６畳） 

昼白色～電球色  

 

ＬＥＤ 

×1台 

◆お勧め取付場所◆ 

 【～８畳用】  

  主寝室に 

 【～６畳用】×３台 

  和室・洋室に 

                        

  調光タイプ 【～８畳用×１台 ／ ～６畳用×３台】 

昼白色・電球色のどちらかをお選びください。 



　

   

国内有名メーカー製 
※ＴＶのメーカーはおまかせでお願いいたします。 

 地デジアンテナ工事 

アンテナ工事は以下の部材を含みます。 

●スタイリッシュデザインアンテナ（ブースターセット） 

               ｏｒ 
  アンテナ本体（ＵＨＦ２０素子）（外付けブースター） 
 

●屋根馬金具＋ポール 

●同軸ケーブル 

◆シャープ   ◆三菱電機       ◆日立        

◆東芝                ◆パナソニック  

 いずれかのメーカーの製品となります。 
 
 

 

 
   SONY ﾌﾞﾙｰﾚｲﾌﾟﾚｲﾔｰ 

        ｱｸﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ 

 

屋内配線へ 

同軸ケーブル 

(ブースター付) 

屋根馬金具 

ポール 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

※サンンテレビやＢＳ・ＣＳアンテナをご希望の方は 

  別途費用にて同日工事をさせていただきます。 

  （電波状況により、ブースターを使用します。） 

スタイリッシュデザイン 

アンテナ 

（ブースター付） 

ｏｒ 

●ブルーレイプレイヤー 

●アクティブスピーカー 

名作映画を高画質で楽しもう！ 

どこでも手軽にいい音楽を楽しめる。迫力の重低音再生！ 

※５色よりお選びいただけます。（Ｌ／Ｂ／Ｗ／Ｒ／Ｙ） 

Ｌ 

Ｂ Ｗ 

Ｒ Ｙ 



調光タイプ  

 

（～６畳） 

 

ＬＥＤ 

又は 
 

×1台 

◆エアコン： 標準４ｍ配管・化粧カバー工事付き 

◆照明： 取付工事費込 

 ●エアコン 【主に６畳用】 

 ●ＬＥＤ照明 昼白色 又は 電球色×１台  

◆パナソニック      ◆コイズミ照明 

◆オーデリック      ◆大光電機 

◆東芝                    ◆シャープ   

  いずれかのメーカーの製品となります。 
 

国内有名メーカー製 
※メーカーはおまかせでお願いいたします。 

※写真はイメージです。メーカーによりデザインが異なります。 

※４ｍ以上の配管工事の場合は延長分の 

  費用が別途必要となります。 

  ご了承くださいますようお願いいたします。 
 

※特殊工事は別途お見積りとなります。 

配管化粧カバー付きです。 

 

◆パナソニック 

◆三菱電機 

◆日立 

◆東芝  

  いずれかのメーカーの製品となります。 

 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

国内有名メーカー製 
※メーカーはおまかせでお願いいたします。 

※写真の照明器具・リモコンはイメージです。 

 メーカーによりデザインが異なります。 
IMAGE 



Ⓐ ・ Ⓑ ・ Ⓒより各１アイテムお選びください。 
◆商品は直接ご新居にお送りさせていただきます。 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

   Ⓐ－１     Ⓐ－２     Ⓐ－３  

●コードレス掃除機 

●空気清浄機（加湿機能付き） 

適用床面積の目安： 

   ～25畳（～41m2） 

8畳を清浄する目安：11分 
 

 

 ◆サイズ： Ｗ27.0×Ｄ27.0×Ｈ70.0㎝ 
 

 

 

●キャニスター型掃除機 

●ＩＨ炊飯ジャー 

◆サイズ：Ｗ25.5×Ｄ36.6×Ｈ21.0cm 
 

 

 

●オーブンレンジ 

●液晶カラーＴＶ 【32インチ】 

ヘルシーメニューが 

 オートで簡単に作れる！ 

 

５.５号炊き 

   Ⓐ－４     Ⓐ－５     Ⓐ－６  

   Ⓐ－７     Ⓐ－８     Ⓐ－９  

●扇風機＆ヒーター ●床拭きロボットクリーナー 

◆サイズ： Ｗ20.0×Ｄ20.0×Ｈ57.9㎝ 
 

 

◆サイズ： Ｗ24.4×Ｄ21.6×Ｈ7.9㎝ 
 

 

 

１０３Ｌ 

●冷凍庫 

甘み・旨みを引き出す旨み熟成浸水 

夏は勢いのある風で涼しく、 

冬はより早く、均日に部屋を暖めます。 

水拭き・から拭き、２つの清掃モード。 

埃や髪の毛はもちろん、皮脂汚れや 

食べこぼしのあとまで残さずキレイに。 

 



※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

 Ⓑ－１     Ⓑ－２     Ⓑ－３  

●ホットプレート ●電子レンジ 

２面３通り切り替えで節電 

 

 

料理のレパートリーが増える 3枚プレート 

◆サイズ： Ｗ56.9×Ｄ38.5×Ｈ12.7㎝ 
 

 

 

 

 

 

 

焼き肉、お好み焼きなどでも使えるから 

        一年中使えて便利！ 

１８Ｌ 

ごはんや飲み物を 

 ワンタッチであたため 

●布団クリーナー 

◆サイズ： Ｗ30.0×Ｄ35.2×Ｈ15.0㎝ 
 

 

 Ⓒ－１     Ⓒ－２     Ⓒ－３  

●セラミックファンヒーター ●ホームベーカリー ●ハンディスチームクリーナー 

◆サイズ： Ｗ26.0×Ｄ15.5×Ｈ36.0㎝ 
 

 

１２００Wの暖房パワーで 

コンパクトながら足元からしっかり暖めます。 

◆サイズ： Ｗ23.0×Ｄ33.0×Ｈ33.0㎝ 
 

 

スチームでお掃除しながら手軽に除菌！ 

 
◆サイズ： Ｗ64.0×Ｄ26.0×Ｈ51.5㎝ 

 

 Ⓑ－４     Ⓑ－５     Ⓑ－６  

 Ⓒ－４     Ⓒ－５     Ⓒ－６  

●液晶カラーＴＶ  

      【19インチ】 

●卓上ＩＨ調理器 ●背筋がＧＵＵＵＮ美容姿勢座椅子 

◆サイズ： Ｗ30.4×Ｄ34.5×Ｈ36.0㎝ 
 

75W相当～1400W 

７段階の火力で調理ができます。 

ﾒｯｼｭ×ﾒｯｼｭ 

グリーン ピンク ブラウン 

モフモフベージュ モフモフピンク 

ｿﾌﾄﾎﾞｱ×ﾒｯｼｭ 

●グリルなべ 

◆サイズ： Ｗ44.5×Ｄ38.0×22.0㎝ 
 

 

寝具に合わせてふとんをケア。 

   しっかりハウスダストを除去します。 

容量： 食パンの場合 : 1.5斤 / 1斤 

 

フランスパン対応のホームベーカリー 

 

●ホットカーペット 【２帖】 

５色よりお選びください。 

●高圧洗浄機 



Ⓐ  カタログより購入 

Ⓑ 大阪堀江ショップにて購入 

カタログより 

￥８５，０００.-分購入 

     （税込・送料込） 

※￥85,000.-以上はお客様のご負担となります。 

85,000円（税込・送料込）分の 

キャンペーンの追加分につきましては 

カタログ商品全て5％offにて 

ご対応させていただきます。 

この機会にぜひ、お買い求めください。 

 【ご注意】 
 

 ◆キャンペーン分のご注文につきましては 

  返品・交換は出来ませんのでご了承下さい。 

  （不良交換は除く） 

 ◆85,000円未満の返金等はございません。 

 



 カーテンレール 

※￥85,000.-以上はお客様のご負担となります。 

85,000円（税込・送料込）分の 



 カーテンレール 

６色からお選びいただけます。 

カラメルブラウン 

【注意事項】 
 

① お近くのあさひ自転車にてお引き取り頂きます。（一部の店舗で引取不可の場合がございます。） 

② 自転車の登録等の手続きをさせて頂きます。 

③ 納期は約2週間です。 

④ メーカー都合、在庫状況により商品が変更になる場合がございます。 

⑤ 配送をご希望の場合は別途、運賃が必要です。(配送費はお客様ご負担でお願い致します。）           

後輪錠を施錠すると同時に 

ハンドルもロック。 
バスケット下取付けの 

小型ライト。 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

お近くのあさひ自転車にてお引き取り。 

幅広ワイヤーバスケット。 

 

◆バッテリー容量： 6.2Ａｈ 

◆サイズ： ２６インチ 

◆変速段数： 内装3段 

◆重量： 25.2kg 

◆一充電あたりの走行距離の目安： 

  オートエコモードプラスで36km 

  標準モードで25km 

  強モードで21km 

◆充電時間： 約2.0時間 

◆速充電器付き 

 

【スペック】 

フラミンゴオレンジ 

モダンブルー 

スパークシルバー 

マリノブルー 

ナチュラルオリーブ 

またぎやすくて、 

乗り降りラクな低床フレーム 



◆配送組立設置費込 

   （2階吊り上げ搬入の場合は別途費用がかかります。） 

ブラウン            ホワイト  

※写真の家電等小物はイメージです。 

【材質・仕様】 
 

表面材  突板風グロスマットシート 

側・内装材  プリント化粧合板 

扉      ミストガラス 

 

２口コンセント×1 

１口コンセント×1 

 

 

充分な機能性にシンプルなデザイン。２色からお選びいただけます。 

 
■サイズ： W1203D445H1960 

※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

◆オプション 

 収納庫 

定価 ￥49,600-（税別） 定価 ￥58,400-（税別） 
イメージ 

※右開き・左開きをお選びいただけます。 



※メーカー廃番などで商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

◆配送組立設置費込 

   （2階吊り上げ搬入の場合は別途費用がかかります。） 

扉＆引出しタイプ ×１台に変更 

Ｗ1155×Ｄ350×Ｈ770～1030㎜ 

※高さは1㎝単位でｵｰﾀﾞｰ出来ます。 

Ｗ450×Ｄ350×Ｈ770～1030㎜ 

※高さは1㎝単位でｵｰﾀﾞｰ出来ます。 

 オール引出しタイプ ×2台 

イメージ 

◆オプション 

差額 ￥20,000.-（税込）で変更可能 



.

◆取付工事費込 

   

ダブルレール イメージ 

レール全14色・フサカケ全12色から 

お好みの色をお選びください。 

お部屋ごとに色を変えていただいてもOKです。 

※メーカー廃番等で商品が変更となる場合がございます。ご了承ください。 

●サイドカバータイプ（×２窓） 

リビングダイニング 

●フサカケ（×２窓） 

●ダブルレール（×6窓） 

居室 

レール全12色・フサカケ全8色から 

お好みの色をお選びください。 

◆カーテンレールオプション 

トップカバー 

※同時申込で取付け工事費はサービス ￥3,000.-＋税／1窓 

●フサカケ（×8窓） 



    　引越応援キャンペーン！　　　　　

株式会社ハースデコ 

〒564-0051 吹田市豊津町13番24号 江坂ﾘﾂｴｲﾋﾞﾙ5Ｆ 

 TEL： 06-6155-7783  FAX： 06-6155-7793 

 E-mail： info@haasdeco.com 
 URL： http://www.haasdeco.com 

 2018/10/31 

□ 枚方店 

枚方市東香里南町52－26 

ＴＥＬ．072-854-5757  

 ＦＡＸ．072-852-6655 

各地域を知り尽くしたスタッフが揃う５店舗。 

Shop Information 
フロンティア不動産販売店舗

□ 南大阪店 

堺市北区百舌鳥梅町1丁15－2 

ＴＥＬ．072-252-5566  

ＦＡＸ．072-257-6655 

□ 大阪本店 

守口市南寺方東通2丁目11-1 

ＴＥＬ． 06-6991-5577  

ＦＡＸ．06-6998-5599 

担当 

□ 奈良店 

奈良市南京終町3丁目1543-1 

ＴＥＬ．0742-64-5566  

 ＦＡＸ．0742-64-6655 

□ 神戸店 

神戸市西区玉津町居住119-1 

ＴＥＬ．078-921-5588  

ＦＡＸ．078-921-5599 


