
リフォーム大相談会

増改築増改築祭祭リフォームリフォームリフォームリフォーム秋秋秋のののののののののののののののののののののののののの秋の秋ののののの ＆＆＆＆
とことん頑張ります！！とことん頑張ります！！とことん頑張ります！！とことん頑張ります！！

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

※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

「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

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

標準装備

※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

現金販売価格現金販売価格 現金販売価格現金販売価格

現金販売価格現金販売価格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 在来工法（タイル）→システムバス入替

システムバス→システムバス入替 在来工法（タイル）→システムバス入替

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

現金販売価格現金販売価格 現金販売価格現金販売価格

現金販売価格現金販売価格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 在来工法（タイル）→システムバス入替

システムバス→システムバス入替 在来工法（タイル）→システムバス入替

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

「ＷＨ」マンションリモデル ＳＳ
タイプタイプ

1216サイズ
希望小売価格 481,000 円

38383838.4.4.4.4
万円万円万円万円～～～～～～～3838.4.4
万円～万円～

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。

標準工事費込標準工事費込 標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込 標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込 標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込 標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込

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４6.６万円支払総額４6.６万円

円円14,23914,239

46464646.6.6.6.6
万円万円万円万円～～～～～～～～～～4646.6.6
万円～万円～ 51515151.2.2.2.2

万円万円万円万円～～～～～～～～～～5151.2.2
万円～万円～

53535353.9.9.9.9
万円万円万円万円～～～～～～～5353.9.9
万円～万円～

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４9.２万円支払総額４9.２万円

円円15,03415,034

49494949.2.2.2.2
万円万円万円万円～～～～～～～4949.2.2
万円～万円～

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５1.２万円支払総額５1.２万円

円円15,64515,645

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５3.９万円支払総額５3.９万円

円円16,47016,470

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５2.９万円支払総額５2.９万円

円円1６,１６４1６,１６４

52525252.9.9.9.9
万円万円万円万円～～～～～～～～～～5252.9.9
万円～万円～ 57575757.9.9.9.9

万円万円万円万円～～～～～～～～～～5757.9.9
万円～万円～

61616161.2.2.2.2
万円万円万円万円～～～～～～～6161.2.2
万円～万円～

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５６.２万円支払総額５６.２万円

円円1７,１７３1７,１７３

56565656.2.2.2.2
万円万円万円万円～～～～～～～5656.2.2
万円～万円～

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５７.９万円支払総額５７.９万円

円円17,６９２17,６９２

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６１.２万円支払総額６１.２万円

円円18,７００18,７００

狭いお風呂を広くした
リフォーム事例

狭いお風呂を広くした
リフォーム事例

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

ＴＯＴＯサザナ1624(1.5坪サイズ)ＴＯＴＯサザナ1624(1.5坪サイズ)

在来1216(0.75坪サイズ)在来1216(0.75坪サイズ)

1010
限定限定

名
様
名
様

浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！浴室換気乾燥暖房機プレゼント！！
「システムバスサザナご成約特典」「システムバスサザナご成約特典」「システムバスサザナご成約特典」「システムバスサザナご成約特典」「システムバスサザナご成約特典」「システムバスサザナご成約特典」
冬場の寒い浴室に！洗濯物が外に干せないそんなときに！冬場の寒い浴室に！洗濯物が外に干せないそんなときに！

※工事費は別途必要になります
　希望小売価格￥135,800

※工事費は別途必要になります
　希望小売価格￥135,800

Ｉ型、Ｌ型、対面タイプ、収納、最新機能、魅力あふれるキッチン

「ミッテ」
システムキッチン

引出タイプ

引出タイプ

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

希望小売価格 6３３,300 円

希望小売価格 682,200 円

間口２１００mm間口２１００mm

間口２４００mm間口２４００mm

標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込

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４３.９万円支払総額４３.９万円

円円13,４１413,４１4

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４１.９万円支払総額４１.９万円

円円12,８０312,８０3

43434343.9.9.9.9
万円万円万円万円～～～～～～～4343.9.9
万円～万円～

41414141.9.9.9.9
万円万円万円万円～～～～～～～4141.9.9
万円～万円～

1010
限定限定

名
様
名
様

一部特典除外品あり一部特典除外品あり 10101010万円分万円分万円分万円分
プレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！

メーカー
オプション
メーカー
オプション
メーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカーメーカー
「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」「ミッテご成約特典」「ミッテご成約特典」

洗面化粧台

「Ｖシリーズ」「Ｖシリーズ」

一面鏡
幅 600mm
エコシングルシャワー水栓

三面鏡
幅 750mm
エコシングルシャワー水栓

希望小売価格 118,700 円

「サクア」「サクア」

59,40059,400円～円～

希望小売価格 174,100 円

76,40076,400円～円～

82,60082,600円～円～

収納力、家事や身支度がはかどる機能満載！収納力、家事や身支度がはかどる機能満載！

89,90089,900円～円～

111,800111,800円～円～

一面鏡 幅６００mm 開き扉タイプ

一面鏡 幅７５０mm 開き扉タイプ

希望小売価格 144,900 円

希望小売価格 160,600 円

三面鏡 幅７５０mm 片引出タイプ
希望小売価格 209,100 円

※写真はイメージです

標準工事費込標準工事費込 標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込

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
自動便器洗浄
プレミスト ( 防汚 )
リモコン付

「ZJ1」

「ＢＶ2」

「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

防臭機能付防臭機能付

「ピュアレストＱＲ」 「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

お掃除ラクラク♪フチなし便器　超節水、節電機能で経済的！

希望小売価格 239,200 円

希望小売価格 295,000 円希望小売価格 102,000 円

希望小売価格 204,000 円

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

瞬間式4444.89.89.89.89
万円万円万円万円万円～44.89.89
万円～万円～

20202020.9.9.9.9
万円万円万円万円万円～2020.9.9
万円～万円～

1313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313.5.5.5.5
万円万円万円万円万円～1313.5.5
万円～万円～

便器＋タンク
※便座別売

7777.65.65.65.65
万円万円万円万円万円～77.65.65
万円～万円～

9999.38.38.38.38
万円万円万円万円万円～99.38.38
万円～万円～

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

標準工事費込標準工事費込 標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込 131313標準工事費込標準工事費込

標準工事費込標準工事費込

キャビネット付トイレなども
　　　　　　お気軽にご相談ください！

限定限定
台台1515

限定限定
台台1515

限定限定
台台1010

紙巻器・タオルリング紙巻器・タオルリング
プレゼント！プレゼント！

「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」

９月末まで９月末まで
期間限定期間限定

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】　

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】

73
%OFF

希望小売価格の

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】

\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87,,,,300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300\87,300\87,300

\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96\96,,,,,,,,,,100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100\96,100\96,100

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-BL
希望小売価格 \３2４,000

オープン価格

オープン価格

希望小売価格 \３5２,000

希望小売価格 \３7４,000

GT-C20６２SAWX-BL

GT-C246２SAWX-BL

お得！７年延長保証サービス！

大特価大特価

お湯はりから、 おいだき、 保温までが自動。 ガス代を減らせて経済的！お湯はりから、 おいだき、 保温までが自動。 ガス代を減らせて経済的！

※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

\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87\87,,,,480480480480\87,480\87,480

\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95\95,,,,,,,,,,040040040040040040040040040040040040040040040040\95,040\95,040

\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100\100,,,,980980980980\100,980\100,980

無金利無金利キャンペーン！キャンペーン！
６６回～１２０回まで６６回～１２０回まで

１２６回～１８０回まで１２６回～１８０回まで

クレジットカードにも対応クレジットカードにも対応
ご利用希望の方はご依頼時にご相談くださいご利用希望の方はご依頼時にご相談ください

上限金額を設定しております。上限金額を設定しております。

実質年率実質年率 ％％1.391.39
実質年率実質年率 ％％1.791.7900円円

6060
回回払い

まで
払い
まで

※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

最大
リフォームローン

支払期間１ヶ月～６０ヶ月支払期間１ヶ月～６０ヶ月

日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱主

催

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テレビＣＭでおなじみ！テレビＣＭでおなじみ！

無料通話無料通話0120-390-688

日

時

日

時1818 1919 2020 2121
９

金金金金 金金土土 金金日日 金金月月

〈イベント時間〉〈イベント時間〉〈イベント時間〉10:00~17:0010:00~17:0010:00~17:00

44　　日間
連続開催！　　日間
連続開催！

奈良ショールーム
会

場

会

場【会場住所】奈良県奈良市法華寺町190-1

TOTO
※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

新大宮駅

Ｐ

ＴＯＴＯ奈良
ショールーム

二条大路
南一丁目

三条大路
二丁目

新大宮

奈
良
バ
イ
パ
ス

国道 369 号線

三条通

平
城
宮
跡

平
城
宮
跡

佐
保
川

ミ ・ ナーラ

奈良
ロイヤルホテル

マクドナルド

近鉄奈良線

奈良県奈良市法華寺町190-1奈良県奈良市法華寺町190-1
近鉄新大宮駅より徒歩13分

※駐車場あり

会場案内図会場案内図

ご相談・現場調査ご相談・現場調査

見見積積無無料料
まずはお気軽にお問い合わせ下さい！まずはお気軽にお問い合わせ下さい！

ご来場プレゼント！！
このチラシをお持ちください

数に限りがございます
マスクマスク
50枚入り50枚入り

新型コロナウィルス対策にご協力のお願い新型コロナウィルス対策にご協力のお願い
土日は混雑が予想されるため、平日のご来館をおすすめします。
混雑により入館制限がかかる場合がございます。
土日は混雑が予想されるため、平日のご来館をおすすめします。
混雑により入館制限がかかる場合がございます。

♦マスク着用にご協力をお願いします。（用意あります。）
♦受付にて検温のご協力お願いします。
♦マスク着用にご協力をお願いします。（用意あります。）
♦受付にて検温のご協力お願いします。

混雑緩和のため混雑緩和のため事前予約にご協力ください。事前予約にご協力ください。


