
●断熱改修（外壁）
　10万ポイント
●断熱改修（屋根・天井）
　3.2万ポイント
●断熱改修（床）
　 6万ポイント

●断熱改修（ガラス)
　0.2～0.7万ポイント×枚数
●断熱改修（内・外窓)
　1.3～2万ポイント×箇所数
●断熱改修（ドア)
　2.4、 2.8万ポイント×箇所数

●エコ住宅設備（太陽熱利用システム、
　高断熱浴槽、高効率給湯器）
　2.4万ポイント
●エコ住宅設備（節水型トイレ）
　1.6万ポイント
●エコ住宅設備（節湯水栓）
　0.4万ポイント

外壁、屋根、天井または床の断熱改修 窓・ドアの断熱改修 エコ住宅設備の設置

※部分断熱の場合は1/2

このチャンスを活かして
リフォームしましょう!グリーン住宅

ポイント制度の活用で
賢くリフォーム

新しい生活様式に備えて

2021年  7月26日(月)～8月31日(火)

ショウル
ームで

見て、聞
いて納

得!!

パナソニック
ショウルーム
見学会
開催!!

会場においてスタッフは「ショウルーム見学」に安心してご参加いただくために検温の実施及びマスクを着用し、施設内の消毒を実施します。お客様におかれ
ましては、マスクの着用及び手指消毒のご協力をお願いいたします まりおていだたい慮遠ごは館入ごの様客おの熱高、様客おいないてれさ用着をクスマ（。 す。）

コロナ
対策

完全
予約制

フリガナ

お名前 様

ご住所

FAX

011-261-5115FAXFAXでのお申し込みは
電話

ショウルーム見学会 参加お申し込み用紙
FAXでお申し込みの方は、必要事項をご記入の上、キリトリ線から切り取ってお送りください。

0120-010-811

右のコードを読み
取ってアクセスして
ください。

フリーダイヤルでのお申し込みは

QRコードからのお申し込みは

30万
ポイント/戸

最大

リフォームで

（注）1申請あたりの合計ポイント数が5万ポイント未満の場合はポイント発行申請できません。ポイント算定一覧と上限特例

グリーン住宅ポイント制度（1戸あたりの上限は30万ポイントですが、下記の上限特例があります。）

必須対象工事項目

取得したポイントは「新たな日常」、「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援・働き方改革」、
「地域振興」に資する商品に交換、もしくは、「新たな日常」、「防災」に対応した追加工事に充当できます。

玄関ドアも内窓もグリーン住宅ポイント制度の活用でポイント獲得!!

■グリーン住宅ポイントの申請は令和3年10月31日まで締切りを予定しておりますが、予算の執行状況に応じて公表されます。

■ご参加ご希望日（7月26日（月）～8月31日（火）間のご希望日時）

〈第1希望〉　　  月　　　 日　　　 時　　〈第2希望〉　　  月　　　 日　　　 時

ご記入をいただきましたお客様の個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●当社並びに大成建設グループ会社が取扱う物件情報、商品・サービスに関する情報のご提供及び各種イベント・セミナー等のご案内。 ●お客様からのご要望･ご依頼による各種ご案内。 
●その他上記に付随する業務･住宅プランのご提供等。　 ※当社ホームページに関連する詳細な事項を公表しており､また、各支店・営業所（展示場）においても同様な書面をご用意しております。

■ご参加ご予定人数 大人　　　　　人　　 子供　　　　 　人

毎週水曜日の
定休日を除く

商品のお申し込み・お問い合わせは下記フリーダイヤルまで

表面

0120-010-811
〒060-0034 北海道札幌市中央区北4条東2-8-2 マルイト北4条ビル6階

北海道営業所

ご参加の方だけに特典をご用意しております

1,000円分
プレゼント
ご参加おひとり様につき
1,000円分差し上げます。
※但し乳幼児は除く

○お食事券1 ○リフォームクーポン券2
ご参加一組様につき当社のリフォーム

工事で利用できる割引クーポン
券を差し上げます。参加

特典

▲小樽 旭川

▲札幌駅

5札幌第一
合同庁舎

北口

ホテル
ルートイン

札幌中央
郵便局

北九条
小学校

代々木ゼミ 秀英予備校

SHOWROOM

■パナソニック リビング ショウルーム 札幌 会場案内図

住所：〒060-0809  北海道札幌市北区北9条西2-1  電話：011-727-5066

ショウルーム
営業時間 ／10：00～17：00

● 国道5号線（石狩街道）北9条を西へ曲がり直進100ｍ、北九条小学校正面（西側向かい）
● JR札幌駅北口より徒歩5分、札幌第一合同庁舎北側向かい

※掲載の写真はイメージで同じモデルの施工例です。 今回の特価品とは多少異なる場合があります。

引違い窓 W1700×H1200(mm)
メーカー希望小売価格 71,500円(税込)

39

343,200円（税込）

51,70027 円
（税込）

引違い窓 W1700×H1800(mm)
メーカー希望小売価格 124,300円(税込)

90,20027 円
（税込）

引違い窓 W1700×H1200(mm)
メーカー希望小売価格 89,100円(税込)

63,80028 円
（税込）

引違い窓 W1700×H1800(mm)
メーカー希望小売価格 151,800円(税込)

110,00027 円
（税込）

メーカー希望小売価格
563,200円(税込)

断 熱 効 果

防 音 効 果

結 露 軽 減

省エネ効果

引違窓（2枚建）　ペアガラス

引違窓（2枚建）　Low-Eペアガラス

今ある窓に内窓を
取付け二重窓に！

※工事費込、オプション、諸経費別途

※工事費込、オプション、諸経費別途

※工事費込、オプション、諸経費別途

※工事費込、オプション、諸経費別途

既存の枠に取り付けるカバー工法。

イメージ

Rechent
「リシェントⅢ」

豊富なサイズ、バリエーションを
ご用意しております。

リフォーム
玄関ドア 樹脂製内窓

リシェント3玄関ドア
M83型  断熱K2仕様
手動キー  片袖  採風タイプ

内窓獲得ポイント 13,000～20,000ポイント/1箇所※工事費込、オプション・諸経費別途玄関ドア獲得ポイント 24,000～28,000ポイント

大成建設ハウジングのリフォームグリーン住宅ポイント制度

）
線
リ
ト
リ
キ
（

工事は1日
玄関ドア、内窓の取付け
工事は1日で
完了します。

国土交通省



新しい生活様式に備えて

大成建設ハウジングのリフォーム

パナソニック商品を
特別価格で

ご提供!! グリーン住宅ポイント制度と特別価格で
我家もリフ

ォーム!!

OTQ-CG4706 SAWFF-BL（本体）
RC-J124E（リモコン）

台所リモコン浴室リモコン

高効率95％の省エネ性能
これまで捨てられていた排熱を
再利用。

高効率

エコでコンパクトな新型壁掛タイプ。
年間ランニングコスト
の比較
従来タイプ

約73,410円/年

約84,030円/年

1年間で約10,620円おトク！

洗面化粧台 使いやすく、お手入れもラクラクな快適洗面化粧台です。

シーライン D530タイプ W750

カウンター水栓 ミラー

スリムLED3面鏡  ミドルパネル

マルチシングルレバーシャワー（スゴ
ピカタイプ）（エコカチットあり）
※シャワーヘッドは引き出せます。

水に濡れた物を置くのに便利なウエット
エリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもさ
さっと拭くだけ。

※オプション、工事費、諸経費は別途
124,300円
メーカー希望小売価格 270,490円（税込）54％

OFF

ボール深さ：165mm　容量：12L（画像は幅900mm）

奥
行
き
5
3
0
m
m

（税込）

イメージ 節湯水栓付洗面化粧台獲得ポイント 4,000ポイント

商品は多種類ございます。詳しくはお問い合わせください。
お申し込み
条件

2021年9月30日までにご成約、2021年10月31日までにお引き渡し可能な方とさせていただきます。

トイレ お掃除がラクラク!!エコで快適機能が満載のトイレです。

アラウーノ S160シリーズ

※オプション、工事費、諸経費は別途
133,100円
メーカー希望小売価格 242,000円（税込）45％

OFF

泡と新構造が「トビハネヨゴレ」をおさえる「トリプル汚れガード」

激落ちバブル
お掃除しやすい工夫がいっぱい

スパイラル水流 ひとふき形状 お掃除水位モード

泡のクッション

高さ約3mmの
フチが防ぐ

2.さらに乗り越えても
せき止める

1.もし、当たっても
便器内に流れ落ちる

泡のクッションで受け止める
「ハネガード」（リモコン式）

フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにく
い「タレガード」。

便座と便器の合わせ技でせき止める
「モレガード」。

（税込）

イメージ

スタンダード水栓（メタル
ハンドル）ホワイトカバー

バスルーム 毎日のバスタイムが楽しく快適になる、エコで清潔なバスルーム。

スミピカフロア

アクアマーブル
人造大理石浴槽

オフローラ 1616AR

キッチン水栓

※オプション、工事費、諸経費は別途
405,900円
メーカー希望小売価格 1,070,850円（税込）62％

OFF

壁　柄床

特 長 3特 長 2特 長 1

浴　槽

W水流シャワー
（メタル）

（税込）

※オプション、工事費、諸経費は別途
22,000円メーカー希望小売価格

47,300円（税込）

53％
OFF

50％
OFF

（税込）

イメージ

床のスミにメジがないので、汚れが
落としやすい。 床表面に微細な凸凹を

施して、滑りにくく、
乾きやすい床パターン。

大理石をイメージ
した素材感。深み
や奥行き感のある
柄を再現。

単色ミディアムホワイト
ささっとキレイ排水口仕様

ACメープル
＋グレイスホワイト

お見積り特典 お見積依頼でリフォーム工事で利用できる割引クーポン券を差し上げます。

タカギ  蛇口一体型浄水器
品番：JA497MK
　　 （寒冷地用）

※オプション、工事費、諸経費は別途
224,400円メーカー希望小売価格

448,800円（税込） （税込）

節水型トイレ獲得ポイント 16,000ポイント

バスルーム
獲得ポイント例

高断熱浴槽
24,000ポイント

廊下幅等の拡張
28,000ポイント

段差解消
6,000ポイント

節湯水栓
4,000ポイント

グリーン住宅ポイント
合計67,000ポイント獲得！！

手すりの設置
5,000ポイント

※対象となる工事の例について、国土交通省のホームページ等において公表しています。

一定の要件に適合する追加工事
取得したポイントは、一定の要件に適合する追加工事に交換が可能です。以下のような追加工事を対象とする予定です。
（1）「新たな日常」に資する追加工事 ●ワークスペース設置工事 ●菌・ウイルス拡散防止工事 ●音環境向上工事 ●家事負担軽減に資する工事 ●空気環境向上工事
（2）防災に資する追加工事

※掲載の写真はイメージで同じモデルの施工例です。コーディネートに使用している小物等は価格に含まれておりません。 今回の特価品とは多少異なる場合があります。
また、メーカーの都合等で機種変更、廃番になる場合がございます。予めご了承ください。

キッチン 便利な収納とお掃除もラクなシンクで毎日のお料理が楽しくなるキッチン。

ラクシーナ W2550

フード

※オプション、工事費、諸経費は別途
415,800円
メーカー希望小売価格 1,041,040円（税込）60％

OFF

圧迫感のない、、スッキリとし
たスクエアなフォルム。LED で
省エネ性を、底面フラット設計
でお掃除性を追求しました。

（税込）

スマートフードⅡ
シルバー色・上幕板シル
バー・常時換気・LED 照明付。

ユニット内装色・底板は
スーパーホワイト色です。

シルバー色ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに
閉まるフルオープンスライドレー
ルのソフトクロージング機構です。

クッキングコンセント
手元のコンセントで、素早く
カンタンに調理家電が使いこな
せます。便利な小物フック付き。

排水部も継ぎ目がないの
でお手入れが簡単です。

スキマレスシンク
ステンレスＭタイプ

イメージ

ユニット・レール

特　長加熱機器シンク

●水をはじくので
汚れが残りにくい。

節湯水栓付キッチン獲得ポイント 4,000ポイント

QSEW32Q5W
ホーロートップガスコンロ
両面焼グリル
Si センサーコンロ

給湯器獲得ポイント 24,000ポイント節湯水栓獲得ポイント 4,000ポイント

浄水器付でエコで経済的。

中面


