
「サザナ」「サザナ」

「サザナ」「サザナ」

・ カラリ床

・ お掃除ラクラクカウンター

・ コンフォートウェーブシャワー

・ カラリ床

・ お掃除ラクラクカウンター

・ コンフォートウェーブシャワー

標準装備標準装備

・ 魔法びん浴槽

・ ほっカラリ床

・ お掃除ラクラク排水口

・ コンフォートウェーブシャワー

・ 魔法びん浴槽

・ ほっカラリ床

・ お掃除ラクラク排水口

・ コンフォートウェーブシャワー

標準装備標準装備

※写真はイメージです※写真はイメージです

ＮＮ
タイプタイプ

ＳＳ
タイプタイプ

希望小売価格 ６59,000 円1216サイズ （0.75坪）

1616サイズ （1坪） 希望小売価格 732,000 円

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額４１.０万円支払総額４１.０万円

円円1２,５２８1２,５２８

414141.0.0.0万円万円万円～～～～～4141.0.0.0万円～万円～万円～

現金販売価格現金販売価格

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額４３.６万円支払総額４３.６万円

円円1３,３２３1３,３２３

434343.6.6.6万円万円万円～～～～～434343.6.6.6万円～万円～万円～

現金販売価格現金販売価格

システムバス→システムバス入替

システムバス→システムバス入替

標準工事費標準工事費 込込

標準工事費標準工事費 込込

希望小売価格 802,000 円1216サイズ （0.75坪）

1616サイズ （1坪） 希望小売価格 875,000 円

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額４８.５万円支払総額４８.５万円

円円14,８２０14,８２０

484848.5.5.5万円万円万円～～～～～4848.5.5.5万円～万円～万円～

現金販売価格現金販売価格

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額５２.８万円支払総額５２.８万円

円円1６,１３４1６,１３４

25255552225 .8.8.8
円円円円万万万万万万円万万円万円～～～～～5252.8.8.8万円～万円～万円～

現金販売価格現金販売価格

システムバス→システムバス入替

システムバス→システムバス入替

標準工事費標準工事費 込込

標準工事費標準工事費 込込

システムバス サイズ、デザイン、カラー種類多数ございますサイズ、デザイン、カラー種類多数ございます

「サザナ」ご成約特典！！「サザナ」ご成約特典！！「サザナ」ご成約特典！！「サザナ」ご成約特典！！

人工大理石浴槽人工大理石浴槽人工大理石浴槽人工大理石浴槽 三乾王三乾王三乾王三乾王oror
アップグレードアップグレード

プレゼント！プレゼント！
「ＷＧ」「ＷＧ」マンションリモデルマンションリモデル

1216サイズ
希望小売価格 883,000 円

434343.8.8.8万円万円万円～～～～～434343.8.8.8万円～万円～万円～

標準工事費標準工事費 込込

カラリと乾く人気の床を基本仕様に。カラリと乾く人気の床を基本仕様に。カラリと乾く人気の床を基本仕様に。
水滴を残さず排水。翌朝には床が乾き、
お掃除もラクラクです。
水滴を残さず排水。翌朝には床が乾き、
お掃除もラクラクです。
水滴を残さず排水。翌朝には床が乾き、
お掃除もラクラクです。

ＮＮ
タイプタイプ

１０名１０名
限り！

先着

Ｉ型、Ｌ型、対面タイプ、機器類ご自由に組み合わせできます

「ミッテ」「ミッテ」

「ザ ・クラッソ」「ザ ・クラッソ」

特別ご奉仕価格は会場にて発表！特別ご奉仕価格は会場にて発表！

システムキッチン

標準工事費標準工事費 込込

標準工事費標準工事費 込込

引出タイプ

引出タイプ引出タイプ

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額４６.１万円支払総額４６.１万円

円円1４,０８７1４,０８７

金利 　円金利 　円00
月々月々
３６３６回回

毎月分割支払金毎月分割支払金
支払総額４4.３万円支払総額４4.３万円

円円13,５3713,５37

...................................................11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111...................................................1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111...................................................................................11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
万万万万万万万円円円円円円円円円円万万万万万万万円円円円円万円円円万万万万万万円万円万万万円円円円万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円万万万万万万万円円円円円円円円万万万万万円円万万円円円万万万万万円万万万万万万万万円万円万万円円万円円円万万万万円円万万万万万万万万円万円円円万万万万万万万万円円万円円万万万万円円円円円円円万万万万万万万万円円円円円円万万万万万円円円万円円円円万万円万円万万万万万万万万円円円円万万万円万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 ～～～～464646.1.1.1万円～万円～万円～

......3333333333......333333..............3333333333333333333
万万円万万万万万円万万円万円円万円万円円万万万円円万万円円万円円円万円万万円円円万万円円円万万万円万円円円万円円万万万円円万万円万万円円円万円円万万円万円円万円万万万円万万万万万円万円円円円円万万円円円万万万万万万万円万万万万万円万万万万万万万円万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円万円円円万円円円万万万円円円円円円円万万万円円円万万円円万万円円円円万円円万円万万円円円円万円円万円円万円万円円円円円円円円円円円万万円万万万万万円万万万万万万万万万万万万万万万万円万円万万円万円万円万万円万円万万円万円万円万円万円万円円万円円万円万円万円万円万円万円万円円万円万円円万万万円万円万円万円万円円万円万円万円万円万円万円万円円万万万万円万円万万円万円円万万円万円万万万円万円万円万万円万円万円万円万円万円万円円万円万円万円万万万円万円万円万円万円万円万万円万円万円円万円円万円万円円万円万円万万万円万円円円万円万円円円円万万円万円円円円万円円万円万円円万円円万円円万円万円円円万万円円万円万万円万円万万万円万円円円万万万万万万円万円円万万万万万円万円万万万円万円円万万円円万万万万円円万万万万万万万万万万万万円万円円円円万万万万万万万万円円円万万万万万万円万万万円円円万円万万万万万万万万万万円万万万万円万万円円円円円円円万円円万万万万万万万万万万万万万万万円円円円万円万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円万円円円円円円円万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円円円円万万万万万万万万万万万万万円万万万万万円万万万万万万万万万万万万万円円万万万万万円円～～～～～～～～～～～～～～～444444.3.3.3万円～万円～万円～

現金販売価格現金販売価格

現金販売価格現金販売価格

スタイリッシュで機能的、
　　　　　　価格もシンプルなシステムキッチン
スタイリッシュで機能的、
　　　　　　価格もシンプルなシステムキッチン

希望小売価格 629,800 円希望小売価格 629,800 円

希望小売価格 678,500 円希望小売価格 678,500 円

間口２１００mm間口２１００mm

間口２４００mm間口２４００mm

高級感のあるデザインと機能性にすぐれたＴＯＴＯいち押しキッチン高級感のあるデザインと機能性にすぐれたＴＯＴＯいち押しキッチン

「ミッテ」ご成約特典！！「ミッテ」ご成約特典！！「ミッテ」ご成約特典！！「ミッテ」ご成約特典！！
スーパークリーンフードスーパークリーンフードスーパークリーンフードスーパークリーンフード

ＩＨクッキングヒーターＩＨクッキングヒーターＩＨクッキングヒーターＩＨクッキングヒーターoror

アップグレードプレゼント！アップグレードプレゼント！

１０名１０名
限り！

先着

洗面化粧台

「Ｖシリーズ」「Ｖシリーズ」「Ｖシリーズ」

一面鏡
幅 600mm
エコシングル
 シャンプー水栓

一面鏡
幅 600mm
エコシングル
 シャンプー水栓

三面鏡
幅 750mm
エコシングル
 シャンプー水栓

三面鏡
幅 750mm
エコシングル
 シャンプー水栓

希望小売価格 123,900 円希望小売価格 123,900 円

「サクア」「サクア」「サクア」

59,300,30059,300円～円～円～
希望小売価格 176,200 円希望小売価格 176,200 円

77,600,60077,600円～円～円～

91,00091,00091,000円～円～円～

節水！身支度がはかどる機能満載！節水！身支度がはかどる機能満載！

標準工事費標準工事費 込込 標準工事費標準工事費 込込

台限定！台限定！各各55

標準工事費標準工事費 込込

96,30096,30096,300円～円～円～標準工事費標準工事費 込込

120,550,550120,550円～円～円～標準工事費標準工事費 込込

一面鏡 幅６００mm 開き扉タイプ一面鏡 幅６００mm 開き扉タイプ

一面鏡 幅７５０mm 開き扉タイプ一面鏡 幅７５０mm 開き扉タイプ

希望小売価格 150,100 円希望小売価格 150,100 円

希望小売価格 160,600 円希望小売価格 160,600 円

三面鏡 幅７５０mm 片引出タイプ三面鏡 幅７５０mm 片引出タイプ
希望小売価格 209,100 円希望小売価格 209,100 円

※写真はイメージです※写真はイメージです

トイレトイレ

ウォシュレット一体形トイレ
凸凹が少ないすっきりデザイン
自動便器洗浄
リモコン付

ウォシュレット一体形トイレ
凸凹が少ないすっきりデザイン
自動便器洗浄
リモコン付

ウォシュレット一体形トイレ
自動便器洗浄
プレミスト ( 防汚 )
リモコン付

ウォシュレット一体形トイレ
自動便器洗浄
プレミスト ( 防汚 )
リモコン付

「ZJ1」「ZJ1」「ＢＶ2」「ＢＶ2」 「ＧＧ１」「ＧＧ１」

超節水超節水

大 4.8ℓ 小3.6ℓ大 4.8ℓ 小3.6ℓ
4.8ℓ洗浄4.8ℓ洗浄

超節水超節水

壁排水壁排水

床排水床排水 大 3.8ℓ 小 3.3ℓ大 3.8ℓ 小 3.3ℓ
大 4.8ℓ 小 3.6ℓ大 4.8ℓ 小 3.6ℓ

オートパワー脱臭オートパワー脱臭

便器＋タンク
※便座別売
便器＋タンク
※便座別売

「ピュアレストＭＲ」「ピュアレストＭＲ」 「ピュアレストＱＲ」「ピュアレストＱＲ」 「ネオレストＤＨ1」「ネオレストＤＨ1」

超節水超節水

大 4.8ℓ 小3.6ℓ大 4.8ℓ 小3.6ℓ
4.8ℓ洗浄4.8ℓ洗浄

超節水超節水

大 4.8ℓ 小3.6ℓ大 4.8ℓ 小3.6ℓ
4.8ℓ洗浄4.8ℓ洗浄

NEWモデル
新発売

NEWモデル
新発売

お掃除ラクラク♪フチなし便器　エコ機能で経済的！

希望小売価格 101,400 円

カラー ： ホワイトカラー ： ホワイト

希望小売価格 239,200 円

希望小売価格 102,000 円

標準工事費標準工事費 込込 標準工事費標準工事費 込込

標準工事費標準工事費 込込標準工事費標準工事費 込込標準工事費標準工事費 込込

標準工事費標準工事費 込込

ウォシュレットウォシュレット

ウォシュレット一体形便器
自動便器洗浄
プレミスト ( 防汚 )
リモコン付

ウォシュレット一体形便器
自動便器洗浄
プレミスト ( 防汚 )
リモコン付

瞬間式

444444.89.89.89万円万円44.89.89.89万円～万円～万円～

141414.98.98.98万円～万円～万円～

.2222222222222222222222222222555555555555555555555.2222222222222222222225555555555555555.....222222222222222222222222222222222222222222222222225555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
万万万円円万万万万万円万円万万円万円万円万万円万円万万万円万万円万円万万円万万円万円万円万円円～～222222.25.25.25万円～万円～万円～

便器＋タンク
※便座別売
便器＋タンク
※便座別売

...333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333888888888888888888888888888...33333333333333888888888888888888............333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333388888888888888888888888888888888888888888888888888888
万円万円万円万円万万円万円円円～～～77.38.38.38万円～万円～万円～

..........999999999999999999999999999999999999999988888888888888888888..........99999999999999999999999999888888888888...........................9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999988888888888888888888888888888
万円万円万円万万円万円万円万円万円万円万万円円円円円～～～～～～～66.98.98.98万円～万円～万円～

99.38.38.38万円～万円～万円～お気軽にご相談下さい

マンションリモデル用の
スリムなトイレ
マンションリモデル用の
スリムなトイレ
マンションリモデル用の
スリムなトイレ

アプリコット

１０台１０台
限り！

限定

１０台１０台
限り！

限定

超節水超節水

大 4.8ℓ 小3.6ℓ大 4.8ℓ 小3.6ℓ
4.8ℓ洗浄4.8ℓ洗浄

［注」
10/1発売商品につき
出荷開始10/15～となります

［注」
10/1発売商品につき
出荷開始10/15～となります

［注」
10/1発売商品につき
出荷開始10/15～となります

０００００００円円無無 金金 利利
キャンペーンキャンペーンリフォームローンリフォームローン ※分割払い手数料は

　日本総合ホームセンターが
　負担いたします

※分割払い手数料は
　日本総合ホームセンターが
　負担いたします

①支払回数１回～３６回 （支払期間１ヶ月～３６カ月） まで①支払回数１回～３６回 （支払期間１ヶ月～３６カ月） まで 実質年率　　　％実質年率　　　％

実質年率　　　％実質年率　　　％

実質年率　　　％実質年率　　　％

00
1.51.5
1.91.9

②支払回数４２回～１２０回 （支払期間４２ヶ月～１２０ヶ月） まで②支払回数４２回～１２０回 （支払期間４２ヶ月～１２０ヶ月） まで

③支払回数１２６回～１８０回 （支払期間１２６ヶ月～１８０ヶ月） まで③支払回数１２６回～１８０回 （支払期間１２６ヶ月～１８０ヶ月） まで

特
別
金
利

特
別
金
利

省エネガス給湯器エコジョーズ

20号【壁掛オート】　20号【壁掛オート】　20号【壁掛オート】　

24号【壁掛オート】24号【壁掛オート】24号【壁掛オート】

16号【壁掛オート】16号【壁掛オート】16号【壁掛オート】 ,,,,,,,,,,,,,,,, 04024424024024040024040\84,240\84,240\84,240

,,,,,520552020005200\91,520\91,520\91,520

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04024424024024040024040\97,240\97,240\97,240

74
%OFF

希望小売価格の希望小売価格の

浴室 ・ 台所
マルチリモコン付
浴室 ・ 台所
マルチリモコン付

GT-C166２SAWX-BLGT-C166２SAWX-BL
希望小売価格 \３2４,000希望小売価格 \３2４,000

希望小売価格 \３5２,000希望小売価格 \３5２,000

希望小売価格 \３7４,000希望小売価格 \３7４,000

GT-C20６２SAWX-BLGT-C20６２SAWX-BL

GT-C246２SAWX-BLGT-C246２SAWX-BL

お得！７年延長保証サービス！

お湯はりから、 おいだき、 保温までが自動。お湯はりから、 おいだき、 保温までが自動。
１０年お使いの方、
そろそろ交換を検討しませんか？
１０年お使いの方、
そろそろ交換を検討しませんか？

ガス代を減らせて経済的！
排熱の有効利用で、 賢く省エネ
ガス代を減らせて経済的！
排熱の有効利用で、 賢く省エネ

※給湯器の展示はございません

※給湯暖房機、 石油給湯器のご相談もお気軽にご依頼ください※給湯暖房機、 石油給湯器のご相談もお気軽にご依頼ください

見積り見積りご相談ご相談 無料無料無料です！です！です！お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築リフォーム＆増改築

ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　ご奉仕特価市　　　　　
※TOTO 商品以外の展示はございません　※掲載価格は税抜き価格です　※掲載写真はイメージです※TOTO 商品以外の展示はございません　※掲載価格は税抜き価格です　※掲載写真はイメージです※TOTO 商品以外の展示はございません　※掲載価格は税抜き価格です　※掲載写真はイメージです

日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱
主
催

おさる のマークのトータルリフォーム専門店おさる のマークのトータルリフォーム専門店

フリーダイヤル

0120-390-6880120-390-688

日

時 ５５ ６６４４ ７７
AM10：00AM10：00 PM5：00PM5：00よりより までまで４日間限り！４日間限り！

101010
金金金金 金金土土 金金日日 金金月月

彦根ショールーム
会

場【会場住所】滋賀県彦根市西沼波町50
近江鉄道本線「彦根口」駅徒歩11分

TOTO
※このイベントは日本総合ホームセンターがＴＯＴＯショールームをお借りして開催しています

ご相談・現場調査・
お見積り無料！
ご相談・現場調査・
お見積り無料！
お気軽にご依頼ください
ご来場できない方や、イベント後
でもお電話で対応しております

ご来場プレゼント
見積もり依頼で！

キッチンタオルキッチンタオルアクティブアルミボトルアクティブアルミボトル

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たすリフォームを
された方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する
制度です。

次世代住宅ポイント制度次世代住宅ポイント制度国土交通省国土交通省

浴室リフォームなら最大浴室リフォームなら最大例えば例えば ポイントポイント

・高断熱浴槽
・浴室乾燥機
・節湯水栓
・段差解消
など

24,00024,000ポイントポイント
18,00018,000ポイントポイント
4,0004,000ポイントポイント
6,0006,000ポイントポイント

ポイントで家電、 インテリア、 食料品など、
多彩な賞品と交換できます！
ポイントで家電、 インテリア、 食料品など、
多彩な賞品と交換できます！ 詳しくは営業スタッフまで

リフォームでリフォームで

３０３０
万ポイント / 戸万ポイント / 戸

最
大
最
大

85,00085,000

※1ポイント＝1円相当※1ポイント＝1円相当


