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LIXILショールーム静岡

リフォーム相談会
TOKAIお得意様限定企画！！

静岡県内施工実績No.1の TOKAIです。
様々なリフォームをTOKAIへお任せ下さい！！

来場者様1組につき
ピーターパン500円
チケットプレゼント

来場者様1組につき
TLCポイント500ポイント

プレゼント

当日見積依頼いただいた方に
QUOカード500円分

プレゼント

特典① 特典② 特典③

キッチン 浴室 洗面化粧台 トイレ

内装 外壁 玄関 エクステリア

静岡県下リフォーム売上No.1
施工実績５３,０００件
TOKAI WiLLリフォームの４つのポイント

POINT

3
POINT

4

POINT

1 安心の施工体制

独自の品質保証

お客様目線の女性スタッフ

年中無休お客様専用ダイヤル
リフォームへの信頼を守り、安心のよりどころとし
ていただくために、当社独自の「リフォーム工事標
準保証書」を発行します。特定のリフォーム工事には、
「リフォーム工事瑕疵担保責任保険」に加入し、第三
者機関の検査を実施した後、保険会社が発行する保
証書をお渡しします。

リフォームに関するご質問・ご相談をはじめ、工事
中のさまざまなご要望、お引渡し後のお困りごとや
緊急連絡など 365 日、迅速・的確にご対応いたし
ます。

TOKAIWiLL リフォームの施工スタッフは、技術も
マナーも質の高い、ていねいな仕事でお応えいたし
ます。着工前のお打ち合せを綿密に行うことはもち
ろん、作業中も、常にお客様とコミュニケーション
をとりながら工事を進めてまいります。

POINT

2
建築士、インテリアコーディネーターなどの資格を
持つリフォームプランナーやお客様目線の女性営業
員が大切な住まいのリフォームをご提案をさせてい
ただきます。奥さまをはじめとするご家族の目線で
お打ち合わせを進めることで、お客様が想い描いて
いるリフォームイメージをくみとります。
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外壁塗装
キャンペーン

おいしいお水
キャンーペーン

大人気の家電
プレゼント

リフォームローン
金利０円サービス2 TOKAI WILL

リフォームキャンペーン

会場にてお申込みいただくと
月々のサーバー代が

もしくは

１００万円以上の大きな工事を
ご検討されている方へ

１年間無料に！！

〒422-8035 静岡市駿河区宮竹 1ー 2－8

静岡支店

なっとく



ガス会社だからできる会場限定お得プラン！！ 早くて快適！！最短半日の小規模水まわりリフォーム

夏の暑さ対策に！最短１時間～の窓・玄関リフォーム

キッチン+ガスコンロ ～ガスコンロで変わる楽しいお料理生活～

その 1

浴室+給湯器 ～給湯器で変わる簡単節約生活～

その 2

+

洗浄後洗浄擬似汚物を塗布
 アクアセラミック従来陶器従来陶器  アクアセラミック 従来陶器  アクアセラミック

トイレの汚れが、ツルンっと落ちる。

スムーズに通水させるななめ形状の
ヘアキャッチャー

1日でわが家の表情が美しく、
玄関のお悩みも解消！

エコでありながら、
冬は暖かく、夏は涼しく

なかなか落ちない便器についた汚物よごれが、
トイレを洗浄するだけでツルンっと落ちます。

排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。
髪・ゴミを確実にキャッチし、水はけの良い形状です。

ヘアキャッチャーがななめなので、ゴミをキャッチする部分
と水を通す部分が分かれて水はけの良い形状です。

「いってきます」から「ただいま」までの間に、
リフォームできます。

優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく、冷房効果
がアップするので、節約にもつながります。

樹脂製内窓

インプラスを取り付
けることで、既存の
窓との間に空気層が
生まれます。これが
壁の役割となり、断
熱効果や防音効果を
生み出します。

樹脂の熱伝導率は
アルミに比べて約1
／1000。外気の温
度に左右されにく
く、断熱効果、防露効
果を発揮します。

生まれる空気層
今ある窓 インプラス

通水を妨げないななめ形状上部

ななめ形状下部でゴミをキャッチ

アメージュZA
シャワートイレ リトイレ

ピアラ L.C.

スタンダードプランスタンダードプラン

ミドルグレードプランミドルグレードプラン

プレミアムプランプレミアムプラン

スタンダードプラン

プレミアムプラン

65％
OFFシエラ I型250cmシエラ I型250cm

おすすめプラン

定価：￥639,000－（税別）

￥223,500-特別
価格 （税別）￥223,500-特別
価格 （税別）

55％
OFF

25％
OFF

40％
OFF

45％
OFF

50％
OFF

40％
OFF

ZAR1グレード CHR4Aグレード
定価：￥214,700-（税別）

プレアスLS
リトイレ

定価：￥245,000-（税別）

65％
OFFアライズ Zタイプ 1坪サイズアライズ Zタイプ 1坪サイズ

おすすめプラン

定価：￥839,000－（税別）

￥293,500-特別
価格 （税別）￥293,500-特別
価格 （税別）

RS71W20A30DG-VW
45％OFF

￥314,800-
キッチン+ガスコンロ特別セット価格

（税別）￥314,800-
キッチン+ガスコンロ特別セット価格

（税別）

マイトーン

RHS71W23L7RSTW
45％OFF

￥344,500-
キッチン+ガスコンロ特別セット価格

（税別）￥344,500-
キッチン+ガスコンロ特別セット価格

（税別）

リッセ

RHS72W22E4RC-STW
45％OFF

￥385,700-
キッチン+ガスコンロ特別セット価格

（税別）￥385,700-
キッチン+ガスコンロ特別セット価格

（税別）

デリシア

RUF-E2405SAW（A）
50％OFF

￥464,000-
ユニットバス+給湯器特別セット価格

（税別）￥464,000-
ユニットバス+給湯器特別セット価格

（税別）

高効率給湯器

50％OFFハイブリッド給湯器

W=2000mm ×H1900mm 単板5mm
定価：￥84,000-（税別）

G982型（採風タイプ） 親子ドア
定価：￥422,000-（税別）

75cm 3面鏡プラン
定価：￥190,600-（税別）

90cm 3面鏡プラン
定価：￥368,000-（税別）

トイレ

インプラス リシェントⅢ

洗面化粧台

￥96,500-特別
価格 （税別）￥96,500-特別
価格 （税別）

￥63,000-特別
価格 （税別）￥63,000-特別
価格 （税別） ￥253,000-特別

価格 （税別）￥253,000-特別
価格 （税別）

￥134,700-特別
価格 （税別）￥134,700-特別
価格 （税別） ￥95,300-特別

価格 （税別）￥95,300-特別
価格 （税別） ￥220,800-特別

価格 （税別）￥220,800-特別
価格 （税別）

※工事代別途 ※工事代別途 ※工事代別途 ※工事代別途

※工事代別途 ※工事代別途

※工事代別途

※工事代別途
※工事代別途

※工事代別途

※工事代別途

※工事代別途

※工事代別途

￥653,500-
ユニットバス+給湯器特別セット価格

（税別）￥653,500-
ユニットバス+給湯器特別セット価格

（税別）

+


