
取扱メーカー各社

Anniversary Fair 期間中にオーダーカーテンをご購入・ご契約の方へのスペシャル特典

自分らしく暮らせる住まい
きっと見つかる理想のカーテン

～自社縫製だからできる価格以上の品質～
ティセシリーズ
Shikano’s Curtain

オーダーカーテン
総額30万円（税込）以上
お買上げの方、レールの

  取付費無料

オーダーカーテン
総額20万円（税込）以上
お買上げの方、レールの

  取付費半額

古いカーテン

引取り
無料

（オーダーカーテン
注文の場所のみ）

オーダーカーテン
5万円（税込）以上
お買上げの方
カーテンとおそろいの

クッション２コ
  プレゼント
　　　　　（パンヤ入り）

Order Curtain
     Anniversary Fair
2021.11.13-12.19

スタンダードクラス

形態安定加工

形態安定加工 形態安定加工

巾２００×丈200ｃｍ

巾8０×高さ120ｃｍ

2倍ひだ

24,700円（税込）
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ

ハイクラス ハイクラス

24,700円（税込）
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ

当店旧価格よ
り

50%OFF！

スタンダード
クラス

スタンダード
クラス

SALE
Price
down 5%OFF

～自社縫製だからできる価格以上の品質～
特選レースカーテン
Shikano’s Sheer SALE

Price
down 5%OFF

自分だけのライフスタイル
心地よく暮らせる住まい

そんな理想をかなえるために
Shikanoがお手伝いさせていただきます

おかげさまでShikanoは
創業47周年を迎えることができました

これもひとえに
日頃からご愛顧いただいている

お客様のおかげであり深く御礼申し上げます

カーテン選びのご相談やアドバイス
カーテンの採寸は無料

窓ひとつから伺います
お気軽にご相談ください

○自 22,000円の品

巾90×高さ140ｃｍ
○自 20,800円の品

○自 26,000円の品 ○自 26,000円の品

こだわりハイグレードクラス

形態安定加工 形態安定加工 形態安定加工

形態安定加工 形態安定加工

形態安定加工

32,300円（税込）
巾２００×丈200ｃｍ

こだわりグレードクラス

28,500円（税込）20,900円（税込）

19,760円
（税込）

巾90×高さ140ｃｍ
○自 27,600円の品 26,220円○メ 22,550円の品

13,530円
（税込）

18,810円（税込）23,275円（税込）10,450円（税込）
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ 2倍ひだ
○自 30,000円の品 ○自 34,000円の品

スタンダードレース

遮熱レースミラーレースミラーレース

刺繍レース デザインレースカーテン

スタンダードレース
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ 巾２００×丈110ｃｍ 2倍ひだ

スカラップ

スペシャルレース
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ

○自 11,000円の品 ○自 24,500円の品 ○自 19,800円の品

14,630円（税込）12,540円（税込）

ハイスペックレース
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ

ハイグレードレース
巾２００×丈200ｃｍ 2倍ひだ
○自 13,200円の品 ○自 15,400円の品

年末年始 営業のご案内

オーダーカーテン
年内仕上げ承ります

カーテンお取替えキャンペーン レール取付キャンペーン

https://www.i-shikano.co.jp/
お問い合わせは

こちら→

お電話いただければ喜んでお伺いいたします

Shikanoのオーダーカーテンは
100%責任施工・100%顧客満足

Shikanoの
カーテン・じゅうたんクリーニング

Information

～ 定期的なクリーニングで清潔＆長持ち ～

カーテン・じゅうたんの
引き取り・納品・半年保管無料！

のいるお店
一級カーテン施工技能士の店

他

・来店予約受付中。事前にお電話かWEB（HPのお問
い合わせ）で予約ができます。
・ビデオ通話によるオンライン相談承ります。
　事前にご予約ください。
・各種クレジットカード、QRコード決済がご利用いただ
けます。

※遠方の方は別途料金かかります

ニトリさん

大垣
市民病院

タカケン
クリーニングさん

肉のはせがわさん

大垣  I.C.至関ヶ原

名神高速道路

西濃運輸さん

至岐阜羽島

大駐車場

コメダ珈琲さん

至一宮

国
道
2
5
8
号
線

しかの
大垣店

定休日／水曜日
AM10：00～PM6：00

地域密着！創業47年の信頼と実績

カーテン・じゅうたん・リフォーム　大垣市築捨町2-2
しかの大垣店 0120-00-8210

※12月19日（日）ご注文分まで（一部商品除く）

2021.12.29（水）定休日
2021.12.30（木）まで 通常営業
2021.12.31（金）～2022.1.5（水）休業
2022.1.6（木）より 通常営業　　　　　　　　　　　　  ※水曜定休

・クリーニング中、代わりのカーテンを無料で
お貸出しいたします。

・その他、詳しくはホームページをご覧になる
かお電話でお尋ねください。
　《納期》カーテン：1～2 週間
　　　　じゅうたん：4週間程
※年内納品をご希望の方はお早めにご依頼く
ださい。

オーダーカーテン
表示価格より

 　5％OFF
※すでに割引されている商品は除く｡
※レールの取付がある場合は、取付キャン
ペーンとのどちらか一方となります。

※レールのみご注文の場合は除きます。※ブラインドやロールスクリーン等も
含みます｡※高所など特殊な工事は除きます｡ ※処分費は別途かかります。

・採寸、取付けすべておまかせ下さい。1窓でも伺い
ます。ご来店できない方はお電話下さい。
・カーテン施工1級技能士の技術によるこだわりの
安心縫製。
・あなたのお部屋で1窓3～5種類の実物サンプルカ
ーテンをお持ちしてコーディネートいたします。
・それでもカーテンがお気に召さなければお取替え
させていただきます。
・Shikanoのオーダーカーテンは、3年間保証です。

国内一流メーカー 希望小売価格より

ブラインド ロールスクリーン

調光ロール
スクリーン

在庫限り！
オーダーカー

テン
ブラインド・ロールスクリーンなど

突っ張るだけでカンタン取付け
1枚使いのブラインドルーバー

Tsuppalouva/ツッパルーバ

※ツッパルーバ/tsuppalouvaは株式会社ブンカの登録商標です。

対応寸法/
幅25～90㎝
¥3,300（税込）/枚～
※お取寄せ商品

テンションタイプ
突っ張る力で固定
ネジ穴を開けずに
取り付け可能

巾8０×高さ120ｃｍ

巾8０×高さ120ｃｍ

○メ 23,650円の品

○メ 39,050円の品

14,190円（税込）

23,430円（税込）

スマートコード式

⇦プレーンシェード

シャープ
シェード⇨

1本のコードで
安全・快適に操作

プライバシーを守りながら採光と眺望をかなえるロールスクリーン

5,160円（税込）
4,180円（税込）

11,600円（税込）
8,520円（税込）

既製レースカーテン

※他にもサイズあります。  ※お取り寄せの場合もございます。

巾3種類・丈6種類と
サイズがいっぱい！
さらに巾・丈直し
無料だから、
どんな窓にもぴったり。

巾10０×丈176ｃｍ

巾1００×丈133ｃｍ
たとえば

（2枚入）

（2枚入）
巾200×丈223ｃｍ

巾15０×丈213ｃｍ
大きいサイズもあります。

（2枚入）

（2枚入）

1.5倍ひだ

ミラーレース

※除外品あり ※取付費別途
40%OFF

洗えて清
潔！

必要な枚
数だけ

購入でき
る！

（税込）

※除外品あり

○自 は自店通常価格です。　○メ はメーカー希望小売価格です。　※表示価格は税込みです。 21・11・S


