
※イベント会場はTOTO商品のみの展示となります　※工事費込みの価格は現場の状況により変動することがございます　※掲載されている写真はイメージです　※掲載価格はすべて税抜表示です

※「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。 会場は TOTO 製品のみの展示になります。 
※工事費込みの価格は現場の状況により変動することがございます。 
※掲載写真はイメージです。 ※掲載価格は税抜き表示です。日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱ お客様専用

フリーダイヤル
お客様専用
フリーダイヤル
お客様専用
フリーダイヤル
お客様専用
フリーダイヤル

無料!!無料!!無料!! 10:00～18:0010:00～18:0010:00～18:0010:00～18:00 0120-292-5050120-292-5050120-292-5050120-292-505主
催

００金利金利
リフォームローン
実施中！！
★ 詳細は裏面をご覧ください♪

★ 工事に関するお知らせ ★ 

円円
大好評!

TOTO枚方
ショールーム

駐車場・キッズスペース
完備

駐車場・キッズスペース
完備

36 回払まで

ザ ・ クラッソ」 × 「石目調」 で 
魅せる、 シックな大人の LDK へ
ザ ・ クラッソ」 × 「石目調」 で 
魅せる、 シックな大人の LDK へ

ダイニングとキッチンの間の壁が
LD の大きな窓からの採光を遮断
ダイニングとキッチンの間の壁が
LD の大きな窓からの採光を遮断

シックにまとめているが
暗く、 カウンターも
収納スペースがなく
散乱しているし、
キッチンからリビングを見渡せない

シックにまとめているが
暗く、 カウンターも
収納スペースがなく
散乱しているし、
キッチンからリビングを見渡せない

※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
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11:00~17:00 まで

見積り見積り 現地調査現地調査ご相談ご相談 お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

会
場

お支払いラクラク !!

5252.9.9
万円～万円～5252.9.9
万円～万円～

現金販売価格現金販売価格
標準工事費込み

1216サイズ（0.75坪）1216サイズ（0.75坪）
メーカ－希望小売価格￥883,000メーカ－希望小売価格￥883,000

月々 16,164円月々 16,164円金利０％ローン  36回払

システムバス
システムバス入替

4545.9.9
万円～万円～4545.9.9
万円～万円～

現金販売価格現金販売価格
標準工事費込み

1216サイズ（0.75坪）1216サイズ（0.75坪）
メーカ－希望小売価格￥802,000メーカ－希望小売価格￥802,000

月々 14,025円月々 14,025円金利０％ローン  36回払

システムバス
システムバス入替

4848.7.7
万円～万円～4848.7.7
万円～万円～

現金販売価格現金販売価格
標準工事費込み

1616サイズ（1坪）1616サイズ（1坪）
メーカ－希望小売価格￥875,000メーカ－希望小売価格￥875,000

月々 14,881円月々 14,881円金利０％ローン  36回払

システムバス
システムバス入替

サザナサザナ
・ 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

ＳＳ
タイプタイプ

高断熱浴槽でご家族のバスタイムが
ますます快適で心地よくなります

WYWY
・ 魔法びん浴槽
・ ゆるリラ浴槽
・ 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

戸建て用

マンション用床 ・ シャワー ・ 浴槽に徹底的に
こだわった快適＆エコなバスルーム。

NN
タイプタイプ

システムキッチン      I 型 ・ 対面式、 アイランド ・ ・ ・
理想のレイアウトでキッチンリフォーム♪

お掃除らくらく、 ジメジメしない
カラリと快適なお風呂♪　

TOTO枚方ショールーム

現在発生している新型コロナウイルス感染症
の影響により、 メーカー製品の生産および出
荷が一時停止となり、 それに伴い工事完了
日の延期などが避けられない見通しとなりま
した。
お客様には、 ご迷惑をおかけし大変申し訳
ございません。
新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつ
つ、 少しでも早い工事完了に向けて取り組ん
でまいりますので、 何卒ご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。

4141.8.8
万円～万円～4141.8.8
万円～万円～

4343.8.8
万円～万円～4343.8.8
万円～万円～

W2400／引出しタイプ／基本プランW2400／引出しタイプ／基本プラン
メーカ－希望小売価格  
￥678,500
メーカ－希望小売価格  
￥678,500

メーカ－希望小売価格 
 ￥629,800
メーカ－希望小売価格 
 ￥629,800

月々 12,540円月々 12,540円金利０％ローン  36回払

月々 13,140円月々 13,140円金利０％ローン  36回払

W2100／引出しタイプ／基本プランW2100／引出しタイプ／基本プランミッテミッテ
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

AfterAfter

またぎやすい浴槽に！お掃除ラクラク
ほっカラリ床でお掃除もカンタンに！

浴槽への段差も高く入り辛い
タイルの床で滑りやすく掃除しにくい

カウンターの奥まで手が届くから
ぐるりとすみずみまで洗える

固くなりがちなコンクリート造の
外観が、 玄関引戸の優しい色合いで
柔らかくモダンな表情に

コントラストが美しい玄関ホール。
奥に見える格子越しに、 楽しげな O 邸の
様子が来客にも伝わってきます。

キッチンと同じく白を基調とした清潔感あふれる
洗面室は、 廊下へも出られる 2WAY。
仏間を囲む回遊動線 2 と繋がる仕組みに。 　　

BeforeBeforeBeforeAfterAfter

カウンターの奥まで手が届くから
すみずみまで洗えてお掃除ラクラクに！

60cm を超える高さに狭い浴槽
水捌けも悪くカビも ・ ・ ・ ・

BeforeBeforeBeforeAfterAfterBeforeBeforeBeforeAfterAfter

「ザ ・ クラッソ」 のクリスタルカウンター
白を基調に基調に明るいキッチンを演出

BeforeBeforeBefore

リフォーム ・ 増改築

ザ・クラッソザ・クラッソ
高級感のあるデザインと
機能性にすぐれたTOTO一押しキッチン
高級感のあるデザインと
機能性にすぐれたTOTO一押しキッチン

AfterAfter

【After】
DK ・ 居間 ・ 廊下をあわせてＬＤＫに。
取れない柱は残しつつ、 明るく開放的な
くつろぎ空間に生まれ変わりました。
広い応接室や物入は駐車スペースになり
玄関アプローチもオープンに。
風呂 ・ 洗面 ・ トイレも広くなり、ＬＤＫから
の動線も回遊式で便利になりました。

【After】
DK ・ 居間 ・ 廊下をあわせてＬＤＫに。
取れない柱は残しつつ、 明るく開放的な
くつろぎ空間に生まれ変わりました。
広い応接室や物入は駐車スペースになり
玄関アプローチもオープンに。
風呂 ・ 洗面 ・ トイレも広くなり、ＬＤＫから
の動線も回遊式で便利になりました。

施工事例施工事例
BeforeBefore

【Before】【Before】
ＤＫと居間が分断された懐かしい間取り。
廊下のスペースが多く動線が長い印象。
対象的に風呂 ・ 洗面 ・ トイレはそれぞれの空間が
狭くなっています。
応接室や物入は広いですが
普段はあまり使用しないので
なくてもよく、 それより駐車
スペースがほしい、 との
ご要望。

大規模改修大規模改修

この時期だからこそ今がチャンスの トータルリフォーム！！

施工事例、セールス・事例コンテストの
上位入賞実績は

左記コードの当社 HP へ♪

施工事例、セールス・事例コンテストの
上位入賞実績は

左記コードの当社 HP へ♪

店頭
発表

4日間限定！！
お見逃しなく！！

システムバス

感謝
プライス !感謝
プライス !

感謝
プライス !感謝
プライス !

感謝
プライス !感謝
プライス !

特別大感謝
プライス！

標準工事
費用込み

標準工事
費用込み

感謝
プライス !感謝
プライス !

感謝
プライス !感謝
プライス !

エリエール
超吸収
キッチンタオル

エリエール
超吸収
キッチンタオル

感謝を込めて

リフォームの実績を

ご確認ください！

お得な　
プライスで！　 鍋キューブ各種鍋キューブ各種

キッチン
ペーパー BOX
キッチン
ペーパー BOX

QUO カード
1000 円分
QUO カード
1000 円分

キレイキレイ
ハンドソープ
キレイキレイ
ハンドソープ

ありがとう
ティシュ
ありがとう
ティシュ

大抽選会！！

しぼりたて
生しょうゆ
しぼりたて
生しょうゆ

極上プレミアム
ブランケット
極上プレミアム
ブランケット

どちらかお好きな
一つをお選びください !

大阪府枚方市養父西町20-31
京阪本線「牧野」駅から徒歩約10分




