
0120-010-811

FAXでお申し込みの場合は、必要事項をご記入の上、
右のキリトリ線で切り取ってご利用ください。

事前予約が
必要です

❶ ❸

❷

フリー
ダイヤル

携帯電話からのお申し込みは！

FAX

0120-010-811
011-261-5115

9月27日（月）までにお申込みください。

予
約
方
法

新型コロナウイルス感染防止対策のため、混雑と濃厚接触の回避を目的とし、人数制限を設けております。
下記のいずれかの方法により事前のご予約をお願いいたします。
※最小限の人数でのご来場をお願いいたします。

右のコードを読み
取ってアクセスして
ください。

■参加ご希望日 を入れてください。

■参加ご希望時間

2021快適リフォームフェア  お申し込み用紙

〒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。

■参加ご予定人数 大人 人　　 　子供 人

ご来場の方だけに特典を
ご用意しております
○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。

1,000円分
プレゼント

TOTO DAIKEN YKKAP
札幌コラボレーションショールーム

札幌市中央区北3条東4-1－10

ご来場おひとり様につき1,000円分差し上げます。
※但し乳幼児は除く

TOTO DAIKEN YKKAP
札幌コラボレーション
ショールーム

参加
特典

10：00

10月2日（土） 10月3日（日）

11：00 12：00 13：00 15：0014：00

混雑と濃厚接触の回避を目的とし、あらかじめご予約の上でご参加いただきますようお願いいたします。また、最小限の人数でのご来店をお願いいたします。
弊社スタッフは検温の実施及びマスクを着用し、定期的に施設内の消毒を実施いたします。お客様におかれましては、マスク着用及び手指消毒のご協力を
お願いいたします。（マスクを着用させれてないお客様、検温の結果、体温が37.5度以上となるお客様のご入館をお断りしています。）
新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、イベント開催を中止させていただく場合があります。ご来場前には必ず、弊社フリーダイヤルへお問い合わせ
いただき、イベント開催の有無をご確認ください。

10:00～16:00
2021年10月2日（土）3日（日）2021年10月2日（土）3日（日）

TOTO DAIKEN YKKAP
札幌コラボレーションショールーム
TOTO DAIKEN YKKAP
札幌コラボレーションショールーム

随 時 開 催
ショールーム見学会

コロナ感染症
予防の為予約制
となります。

リフォーム・メンテナンス
相談会

大成建設ハウジングのリフォーム

我が家をもっと
もっと

2021
October

快適リフォームフェア
快適に!!

こんな時代だから
リフォームで我が家を
もっと快適に。

ショールームで
見て、聞いて
実感!!

最新設備機器を

特別価格で
ご提供!!



「きれい除菌水」でノズルの内側も外
側も自動で洗浄・除菌。使用していな
い時も定期的に洗浄します。

たっぷりの収納スペース
と、出し入れのしやすさが
人気。収納物が一目で見
渡せます。

渦を巻くようなトルネード洗浄が、
少ない水で、汚れをしっかり洗い流
します。

汚れが見えにくく、たまりやすいフチ
裏をなくした便器形状。お掃除はサッ
とひとふきで完了です。

※掲載の価格には消費税、オプション、工事費、諸経費は含んでおりません。別途お見積りさせていただきます。 ※削減率はメーカーの試算条件に基づくものであり、お住まいの環境･家族構成･生活スタイルなどにより異なりますので、削減金額を保証するものではありません。※掲載の画像はイメージです。一部実際の仕様とは異なります。 

364,100メーカー希望小売価格
959,970円(税込)

KPS2550SAA1JA8RN

上段フロアキャビネット 下段フロアキャビネット

HTシリーズ Sタイプ HTV1616USX2AZ（オプション､工事費､諸経費別途）

498,300円（税込）
メーカー希望小売価格 1,134,815円(税込)

（オプション､工事費､諸経費別途）

ミッテ サザナ

オクターブ

GG1-800タイプ

CES9315#NW1

LDSFA075BPGES1P
LMFA075A3GEC1G

56

224,400
（オプション､工事費､諸経費別途）

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

メーカー希望小売価格
448,800円(税込) 50円

（税込）

円
（税込）

152,900
メーカー希望小売価格 364,980円(税込)

（オプション､工事費､諸経費別途）

円
（税込）

円
（税込）132,000132,000

先着3名様に限り

（オプション､工事費､諸経費別途）

でご提供!!

リフォームをお考えの方に最新設備機器を特別価格で応援します!! お申し込み条件
北海道営業所エリア内で施工可能で、2021年12月15日までにご契約、
かつ、2022年3月20日までにお引渡し可能な方とさせていただきます。

台所リモコン

高効率95％＋エコスイッチONで年間22,410円おトク!!
おサイフにやさしい

浴室リモコン

人工大理石
カウンター

温かみのあるシンプル
な石目模様で、シック
な表情が高級感を漂
わせます。

ゆるリラ浴槽
人間工学を応用したゆるリラ浴槽で身も心もリラックス。

ほっカラリ床
ひざをついても痛くないやわらかさ。

コンフォートウェーブ
シャワー

TOTO独自の水流技術に
より浴び心地はそのままに
大幅節水。

シロッコファン
フード

面倒なファンのお手入
れも、日常のお手入れ
もラクラク。
（シルバー）

ミクロソフト
シャワー水栓
水はねしにくさと洗浄
力を両立した便利な
シャワー。
（ハンドシャワー式）

上段と下段に適材適所の
収納で作業効率をアップ。

ホーロートップ
両面焼きコンロR
毎日のお料理をもっ
と楽しく、快適に使い
やすいコンロ。
（シルバー）

年間ランニングコスト
の比較

ドアリモ 玄関ドア D2仕様
3GR　2F03NH2-K2UFR
片袖FIX  丸型ストレートハンドル シルバー 

引違い窓 W1800×H1200(mm)
メーカー希望小売価格 64,130円(税込)

4758

62

224,400
（オプション､工事費､諸経費別途）

円
（税込）

4794,60094,600
（オプション､工事費､諸経費別途）

円
（税込）

33,000 48円
（税込）

引違い窓 W1800×H1900(mm)
メーカー希望小売価格 133,650円(税込)

70,400 47円
（税込）

引違い窓 W1800×H1200(mm)
メーカー希望小売価格 87,340円(税込)

46,200 47円
（税込）

引違い窓 W1800×H1900(mm)
メーカー希望小売価格 165,770円(税込)

86,900 47円
（税込）

❶おしり洗浄
❷やわらか洗浄
❸ビデ洗浄

ノズル外側

ノズル内の通水路まで
除菌します。

耐久性にも優れて、
スムーズな出し入
れを可能にした
レール。

TOTO独自の工夫に
よって広い収納スペース
が生まれました。

電気を使わないエコ仕様の
くもり止めを鏡に施しました。

メーカー希望小売価格 424,985円(税込)

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。

断熱性

高効率

従来タイプ

約64,060円/年

約73,320円/年

1年間で約9,260円おトク！

安全性と機能性に
優れた美しいドア。

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！

熱の出入りを
抑えて快適に。

いまある窓

空気層で断熱 空気層

内窓 プラマード U
（樹脂フレーム）

（アルミフレーム）

間に空気をはさむと
熱は伝わりにくく
なります。

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。

さらに

141,900
メーカー希望小売価格 269,720円(税込)

（オプション､工事費､諸経費別途）

円
（税込）

円
（税込）126,500126,500

先着3名様に限り

（オプション､工事費､諸経費別途）

でご提供!!47 さらに

間口W=750mm

1坪タイプ 1616
Ⅰ型2550

くもり止め
コート

三面鏡（ベーシックLED照明）

（オプション、工事費、諸経費別途）

（オプション、工事費、諸経費別途）

（オプション、工事費、諸経費別途）

（オプション、工事費、諸経費別途）

さらに
先着5名様にプレゼント!!
浴室換気暖房
乾燥機を
プレゼント。

ノズルきれい　

2段引き出し

トルネード洗浄 フチなし形状

❶
❷
❸

CO2 約44kg削減
年間

（ガス代）約3,300kg円 お得!
畳のようなやわらかさを作り出し、断熱
性保持、衝撃吸収、防音効果があります。

内側のクッションで
やわらか

断熱クッション層（発泡ウレタン）

POINT

内断熱

頭・首にフィットするヘッドレスト 背中を包み込むカーブ

メーカー希望小売価格 179,300円(税込)

N3WT6RWASKSIC

ファミ エコフィール

親水アクアコート

グリルプレート波型

W=600タイプ

充実グリル機能が魅力のオートタイプ。 簡単操作で家事をサポート。エコでコンパクトな新型壁掛タイプ。




