
混雑の回避を目的とし、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。
中止の場合はご予約いただいた方に弊社よりご連絡させていただきます。また、弊社ホームページでイベント開催の有無をご確認いただけます。

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弊社の
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
〒065-0008  北海道札幌市東区北8条東10丁目1-30

ショールーム西側棟
リクシルPATTリフォームプラザ

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

参加
特典

会場／LIXILショールーム札幌

受付

キッチン・リフォームポイント（8分）

リフォームチャンス到来 補助金活用解説（4分）
　「先進的窓リノベ事業」「こどもエコすまい支援事業」をわかりやすくご紹介

特別企画 ビデオ上映特別企画 ビデオ上映特別企画 ビデオ上映特別企画 ビデオ上映

収納力抜群のポイントをご紹介
1

2

こんな時代だからこそ

快適リフォームフェア

大成建設ハウジングのリフォーム

ショールーム見学会 リフォーム･メンテナンス個別相談会

我が家をもっと快適に
開催日
2023

10：00～16：00（受付15：00まで）
LIXILショールーム札幌-4月7日 8日 会場

時間

［金］ ［土］

上映時間 11：00/14：00（各回先着13名様限定）プログラム

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

4月5日（水）までにお申し込みください。

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。

■ご参加希望日

■ご来場希望時間

■特別企画 ビデオ上映ご参加希望時間

を入れてください。

10：00

4月7日（金） 4月8日（土）

11：00

11：00 14：00

12：00 13：00 15：0014：00

2023 快適リフォームフェア  お申し込み用紙

■ご参加予定人数 大人　　　　　人　　 　子供　　　　 　人

（各回先着13名様限定）

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。
●弊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。
※弊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。

右のQRコードを
読み取ってアクセス
してください。

0120-010-811
011-261-5115

（
キ
リ
ト
リ
線
）

イベント
1

イベント
2



バスルーム

※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。

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。

人気のLIXIL商品を特別価格でご提供。

豊富なアイテムでニーズにお応え、快適を生み出すバスルーム。

システムバスルーム リデア
1616サイズ  BDUS-1616LBM-A+F

お申し込み条件 北海道営業所エリア内で施工可能で、2023年6月20日までにご契約、
かつ、2023年9月20日までにお引渡し可能な方とさせていただきます。

※オプション、工事費、諸経費別途
525,800円
メーカー希望小売価格 1,383,800円（税込）62％

OFF

ミナモ浴槽

キッチン 機能性や収納、清掃性にも配慮した家事仕事が楽しくなるキッチン。

システムキッチン シエラS
SWK6TH-BB84C948

Ⅰ型 間口2,550mm

JFAK461SYXNJG5T

SF-NB454SXN

※オプション、工事費、諸経費別途
630,300円
メーカー希望小売価格 1,237,632円（税込）49％

OFF

洗面化粧台 キレイとエコを究めた家族にやさしい洗面化粧台。

洗面化粧台 ピアラ 間口750mm
AR3N-755SYN/MAR2-753TXSU

洗面器水栓金具 エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知ら
せします。

底が広くて平らで水汲みしやすい
「ひろびろボウル」。

コップや泡立てネットな
ど、濡れものを置けます。

つなぎ目がないからお手入れ簡単。 真上に上がるから楽にお掃除。

バケツの水汲みや衣類の
つけ置き洗いもラクラク。

左右に180度回転するので身支度・家事が
しやすい。

使いたい位置にくるりと回せる「くる
くる水栓」。

浴槽の上縁を極限まで広げて、湯面の広
がりと入浴時の開放感が感じられる浴槽。

よく使う正面のハンドル位置で
「水」を出す省エネ設計。

トイレ 水を賢く節約、快適機能満載のトイレ。

YBC-CL10HU/DT-CL114AHU
プレアスLSリトイレ

※オプション、工事費、諸経費別途
174,900円
メーカー希望小売価格 292,490円（税込）

40％
OFF

お掃除リフトアップキレイ便座

（税込）

（税込）

（税込）

※オプション、工事費、諸経費は別途
56,100メーカー希望小売価格

106,700円（税込） 47％
OFF

（税込）

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

サーモバスS
お 湯 が 冷 め にく
い、浴槽保温材と
保温組フタのダブ
ル構造。

表面に施した織物のようなテクスチャー
が、浴室空間に優しい雰囲気を与える。

フタの形状が実際とは異な
ります。

※オプション、工事費、諸経費別途
116,600円
メーカー希望小売価格 233,530円（税込）50％

OFF （税込）

キレイ機能「アクアセラミック」
「ガンコな水アカ」も「汚れ」もお掃除
ラクラク。

アクアセラミック従来陶器

いつまでも
ツルツル

水アカで表面
ザラザラ

強力な水流で洗い流
す「パワーストリーム
洗浄」。

フチなしだからサッ
と一拭きでお掃除
ラクラク「フチレス
形状」。

水　栓ガスコンロ ワークトップ

シングルレバー水栓
SF-WM420SYXNJGT

ステンレス シルクエンボス
キズに強く汚れを拭き取り
やすい、先進技術が生んだ
次世代のエンボストップ

3口コンロ・ホーロートップ・無水両面焼グリル
間口600mm  P3634BOWHVX

キッチンパネル
油汚れが簡単に落とせて、
お手入れラクラク。
お掃除のしやすさが違う、目地の
ないフラットなキッチンパネル。

組フタ保温材

※イメージ図

保
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混合
水カチッ

引違窓 W1700×H1200(mm)
メーカー希望小売価格 107,800円(税込)

78,10027 円
（税込）

引違窓 W1700×H1800(mm)
メーカー希望小売価格 181,500円(税込)

132,00027 円
（税込）

断 熱 効 果

防 音 効 果
結 露 軽 減

省エネ効果

引違窓（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

片袖  木目
メーカー希望小売価格 524,700円(税込)

330,00037 円
（税込）

片袖  アルミ色
メーカー希望小売価格 456,500円(税込)

287,10037 円
（税込）

親子  木目
メーカー希望小売価格 711,700円(税込)

447,70037 円
（税込）

親子  アルミ色
メーカー希望小売価格 638,000円(税込)

401,50037 円
（税込）

※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

まる洗いカウンター さらに

エコアクアシャワーSPA
にグレードアップ。

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード

さらに

オールインワン
浄水水栓に
グレードアップ。

先着1名様

タッチレス水栓ナビッシュ（乾電池式タイプ）

先着1名様

おすすめ
オプション

円

既存の枠に取り付けるカバー工法。

先端のセンサーに手をかざすだけで吐水・止水を操作。

キレイサーモフロア
寒い冬でも冷ヤッとしない浴室フロア。

空気を含んだ大粒の水滴が心
地よい節水シャワー。

洗い場水栓

シャワーヘッド

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。

特別価格から、さらに「こどもエコすまい支援事業」と
「先進的窓リノベ事業」の補助額が還元されます。
（注） 申請ごとに全ての補助要件を満たす必要があります。

シングルミスト吐水シングルミスト吐水

パワーマッサージ吐水パワーマッサージ吐水 アクアスプレー吐水アクアスプレー吐水

BF-SL6BG-PU/FW1

イメージ

Rechent
樹脂製内窓

断熱K2仕様・デザイン：M24.M28.G77.M77
親子（採光有）・手動キー

※節湯水栓は必須工事に該当します。

節湯水栓 5,000円＋レンジフード 11,000円＋自動調理コンロ 14,000円＝合計補助額 30,000円補助額

補助額 節湯水栓 5,000円／台

節湯水栓、高断熱浴槽は必須工事に該当します。

節湯水栓 5,000円＋高断熱浴槽 27,000円＋手すり 5,000円＋段差解消 6,000円＋廊下幅等拡張 28,000円＝合計補助額 71,000円補助額

補助額 節水型トイレ 20,000円／台

補助額 15,000～84,000円／箇所補助額 30,000～45,000円／箇所

リフォームの補助額については
こちらのチラシをご覧ください。


