
システムバス サイズ、デザイン、多数ございますサイズ、デザイン、多数ございます

ウルトラファインバブルアダプターウルトラファインバブルアダプターウルトラファインバブルアダプター
もしくはもしくはもしくは

プレゼント！！プレゼント！！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」

※浴室暖房換気扇は
　工事費が別途必要になります ミラブルシャワーヘッドミラブルシャワーヘッドミラブルシャワーヘッド

サザナ

ＳＳ
タイプタイプ

・ 魔法瓶浴槽
・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

・魔法瓶浴槽
・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

サザナサザナ
マンションにも対応マンションにも対応

（税込５４７,８００円～）（税込５４７,８００円～）（税込５４７,８００円～）
494949.８.８.８.８万円～万円～万円～

1216 サイズ (0.75 坪） 1216 サイズ (0.75 坪） ＳＢ→SBＳＢ→SB

標準工事費込標準工事費込
820,000 円 （税別）820,000 円 （税別）820,000 円 （税別）

（税別）（税別）（税別）

（税込６３３,６００円～）（税込６３３,６００円～）（税込６３３,６００円～）
575757.6.6.6.6万円～万円～万円～

1216 サイズ (0.75 坪） 1216 サイズ (0.75 坪） 在来→SB在来→SB

標準工事費込標準工事費込
820,000 円 （税別）820,000 円 （税別）820,000 円 （税別）

（税別）（税別）（税別）

（税込５73,1００円～）（税込５73,1００円～）（税込５73,1００円～）
525252.1.1.1.1万円～万円～万円～

1616 サイズ (0.75 坪） 1616 サイズ (0.75 坪） ＳＢ→SBＳＢ→SB

標準工事費込標準工事費込
893,000 円 （税別）893,000 円 （税別）893,000 円 （税別）

（税別）（税別）（税別）

（税込 658,9００円～）（税込 658,9００円～）（税込 658,9００円～）
595959.9.9.9.9万円～万円～万円～

1616 サイズ (0.75 坪） 1616 サイズ (0.75 坪） 在来→SB在来→SB

標準工事費込標準工事費込
893,000 円 （税別）893,000 円 （税別）893,000 円 （税別）

（税別）（税別）（税別）

Ｉ型、Ｌ型、組み合わせ自由

「ミッテ」「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

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

間口２４００mm

「ミッテご成約特典」「ミッテご成約特典」「ミッテご成約特典」
（税込５０２,７００円～）（税込５０２,７００円～）（税込５０２,７００円～）
4５4５4５.７.７.７.７万円～万円～万円～

浄水器一体型シャワー水栓浄水器一体型シャワー水栓浄水器一体型シャワー水栓

682,000 円 （税別）682,000 円 （税別）682,000 円 （税別）

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
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

「ZJ1」「ZJ1」

「ＢＶ2」「ＢＶ2」

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」「ピュアレストＱＲ」

「ネオレストＤＨ1」「ネオレストＤＨ1」 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

便器＋タンク
※便座別売
便器＋タンク
※便座別売

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

キャビネット付トイレ
などもお気軽にご相談
ください！

「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」「トイレご成約特典」
二連紙巻器
プレゼント！
二連紙巻器
プレゼント！
二連紙巻器
プレゼント！

YH６５０

「GG1」「GG1」
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

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

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

※現在コロナの影響で製品納期が未定となっております※現在コロナの影響で製品納期が未定となっております

（税込１４８,5００円～）（税込１４８,5００円～）（税込１４８,5００円～）
１３１３１３.５.５.５.５万円～万円～万円～

（税込１04,5００円～）（税込１04,5００円～）（税込１04,5００円～）
99.５.５.５.５万円～万円～万円～

（税込８2,5００円～）（税込８2,5００円～）（税込８2,5００円～）
７７.５.５.５.５万円～万円～万円～

（税込８４,７００円～）（税込８４,７００円～）（税込８４,７００円～）
44.9.9.9.9万円～万円～万円～

（税込 262,9００円～）（税込 262,9００円～）（税込 262,9００円～）
2３2３2３.9.9.9.9万円～万円～万円～

239,200 円 （税別）239,200 円 （税別）239,200 円 （税別）

2２４,４00 円 （税別）2２４,４00 円 （税別）2２４,４00 円 （税別） １１２,２00 円 （税別）１１２,２00 円 （税別）１１２,２00 円 （税別）

３２４,５00 円 （税別）３２４,５00 円 （税別）３２４,５00 円 （税別）

洗面化粧台

「Ｖシリーズ」「Ｖシリーズ」「Ｖシリーズ」

三面鏡
幅 750mm
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

「サクア」「サクア」「サクア」

収納力、身支度がはかどる機能満載！収納力、身支度がはかどる機能満載！

一面鏡 幅７５０mm 開き扉タイプ一面鏡 幅７５０mm 開き扉タイプ

三面鏡 幅７５０mm 片引出タイプ三面鏡 幅７５０mm 片引出タイプ

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

106,600 円（税別）106,600 円（税別）106,600 円（税別）

209,100 円（税別）209,100 円（税別）209,100 円（税別）

174,100 円 （税別）174,100 円 （税別）174,100 円 （税別）

（税込８４,04０円～）（税込８４,04０円～）（税込８４,04０円～）
７７.6.64.64.64万円～万円～万円～

（税込 98,89０円～）（税込 98,89０円～）（税込 98,89０円～）
88.99.99.99.99万円～万円～万円～

（税込 121,88０円～）（税込 121,88０円～）（税込 121,88０円～）
111111.08.08.08.08万円～万円～万円～

（税込 90,86０円～）（税込 90,86０円～）（税込 90,86０円～）
88.26.26.26.26万円～万円～万円～

144,900 円（税別）144,900 円（税別）144,900 円（税別）

一面鏡 幅６００mm 開き扉タイプ一面鏡 幅６００mm 開き扉タイプ

202020 212121 222222 232323５５５
金金金金 金金土土 金金日日 金金月月

〈時間〉〈時間〉〈時間〉〈時間〉10:00~17:0010:00~17:0010:00~17:0010:00~17:00開催日時開催日時

日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱日本総合ホームセンター㈱
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

0120-445-5450120-445-545
情勢により、 やむを得ず中止となる場合はホームページにてお知らせします情勢により、 やむを得ず中止となる場合はホームページにてお知らせします

フリーダイヤルフリーダイヤル

お気軽に
お電話
ください

お気軽に
お電話
ください

見見積積
無無料料

※完全予約制※※完全予約制※
ご予約・お問合せはお電話くださいご予約・お問合せはお電話ください

時節柄、安全確保のために完全予約制とさせて
頂きます。ご予約なしでのご来場は長時間お待
ちいただく場合もございます。混雑状況により
入館制限を行う可能性があります。ご了承の程
よろしくお願い致します。
♦マスク着用にご協力をお願いします。
♦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。
♦受付にて検温のご協力お願いします。

※イベント開催期間のご来場が難しい方は営業がご訪問いたします。※イベント開催期間のご来場が難しい方は営業がご訪問いたします。

堺
ショールーム

会
場

【会場住所】
   堺市西区鳳北町10-110

ＪＲ阪和線 『津久野』 駅より徒歩10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

会場地図会場地図

リフォーム相談会
※ＴＯＴＯ商品以外の展示はございません　※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　※掲載写真はイメージです　 はメーカー希望小売価格ですはメーカー希望小売価格ですはメーカー希望小売価格です

※新型コロナの影響によりメーカー納期が遅延し、
　工事を通常よりお待たせする場合がございます。
　何卒ご理解賜りますようお願い致します

※新型コロナの影響によりメーカー納期が遅延し、
　工事を通常よりお待たせする場合がございます。
　何卒ご理解賜りますようお願い致しますご奉仕特価祭ご奉仕特価祭ご奉仕特価祭

ご来場プレゼント ご来場＆見積りご依頼で
トイレット
ペーパー
トイレット
ペーパー

除菌ジェル
＋マスク
除菌ジェル
＋マスク
除菌ジェル
＋マスク
プレゼントプレゼントプレゼント

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

おトクにリフォームするチャンスです！おトクにリフォームするチャンスです！

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

実質年率実質年率 ％％1.391.39
実質年率実質年率 ％％1.791.79

00円円円

金利金利金利

6060回回
までまで

支払期間１ヶ月～６０ヶ月支払期間１ヶ月～６０ヶ月

分割払い分割払い 最  長最  長

無金利キャンペーン無金利キャンペーン


