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TOKAI WiLL
TOKAI Will リフォームニュース

上質空間
トータルコーディネート
まるごとリフォーム特集

56,000

（リフォーム産業新聞2019年12月23日号）

（リフォーム産業新聞2019年11月25日号）

全国業種別リフォーム
売上ランキング2019
〈エネルギーガス部門〉

宅建免許 静岡県知事（2）第13362号　建設業許可 国土交通大臣（特-26）第13319号
一級建築士事務所 静岡県知事登録（8）第2685号

静岡県沼津市新沢田町2-21

フリーダイヤル 年中無休受付時間 9：00～17：45

0120-987-340
http://www.t-rehome.jpTOKAI　リフォーム

沼津支店

ハイグレードからスタンダードまで、
機能性やデザイン性から選んでみてはいかがでしょうか？水廻りリフォーム

スタンダードクラス

357,000円 OFF
60% ［税別］

メーカー希望小売価格／1616スタイルプラン 893,000円［税別］

 　※工事費別

 　※工事費別

 　※工事費別

 　※工事費別

 　※工事費別

248,000円  ［税別］

 　※工事費別

399,000円 OFF
57% ［税別］

メーカー希望小売価格／Tタイプ 1616サイズ 939,000円［税別］

アライズ

シンラ

人がお風呂に求める”
心地いい“という瞬間のために。

リラックスを追求した新機能。
日常を快適にする
TOTOのこだわりをバスルームに。

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい
超節水シャワー。

ファーストクラス浴槽

楽湯 RAKU-YU-

サザナ

やわらかくて
ヒヤっとしないほっカラリ床

W断熱構造で冷気をシャットアウト。
翌朝にはカラリと乾きお掃除ラクラク

お掃除ラクラク
ほっカラリ床

スタンダードクラス

229,000円 OFF
42% ［税別］

メーカー希望小売価格／W750 400,200円［税別］

オクターブ

W750、 2段引出し、三面鏡
ベーシック LED)、
F4自動水栓・自動きれい除菌水

手をかざすだけで水がスムーズに使える自動水栓
さらに自動きれい除菌水で排水口もキレイ。

ウツクシーズ

洗面室をもっとハッピーに
もっとキレイに

手洗い中の出しっぱなしをなくせるのでムリなく節水。
石けんのついた手でも水栓に触れずに操作できます。

タッチレス水栓
すぐピタ

ラクラク
スマート水栓

スタンダードクラス

132,000円 OFF
45%

本体価格

 　※工事費別
本体価格 　※工事費別

本体価格

 ［税別］

メーカー希望小売価格／240,000円［税別］

121,000円 OFF
45% ［税別］

メーカー希望小売価格／220,000円［税別］

OFF
40%メーカー希望小売価格／本体＋ミラー 413,600円［税別］

プアレス LS

アラウーノ
S141

コンパクトで
ゆとりある空間を演出し、
誰もが使いやすい
デザイン

シンプルさが魅力の
全自動おそうじトイレ
毎日の暮らしに欠かせない
機能も多数搭載

1,519,200円 OFF
40% ［税別］

 　※工事費別716,000円  ［税別］

メーカー希望小売価格／Gタイプ（1620サイズ） 2,532,000円［税別］

エスクア
毎日を特別にする
ホテルライクな洗面空間。

使うたびにきれい
除菌水が便器とノズルを
自動で除菌。

OFF
38%施工イメージ写真セット合計価格／1,156,000円［税別］

ネオレスト AH1 281,000円 OFF
25% ［税別］

メーカー希望小売価格／375,000円［税別］

人間工学を基に入浴する人を
やさしく包み込み、支える浴槽です。
滑らかな曲線と光沢が
洗練された印象を生み出します。

肩楽湯＋腰楽湯で、
やすらぎを堪能。毎分約
135Lの水流と
心地よい刺激が
全身を温め、
リラックスへと導きます。

クリスタルカウンター

すべり台ボウル

繊細さの中にも個性が見え隠れする美しい仕上がり

排水口に向かって
ボウルの底が
傾斜しているので、
泡や髪の毛を
スイスイすべるように
押し流すので、
使うたびにキレイに、
お掃除もラクラクです。

フチなし形状とトルネード洗浄
独自のテクノロジーでお掃除の手間を減らします

BATH ROOM

POWDER ROOM

セフィオンテクト
TOILET

ハイグレートクラス

ハイグレートクラス

ハイグレートクラス

キッチン 浴　室 洗面化粧台 トイレ
image photo image photo image photo image photo

TOKAI WiLL リフォームショップ オープンキャンペーン

888,000円（税別）本体価格

2,157,000円（税抜）
本体価格

2,157,000円（税別）
特別
割引

高品位タイプ４点セット

※表示価格に搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。

2020年

新生活応援 リフォームの情報収集をはじめ
リフォーム事例のご紹介やご相談ができます。

強引なセールスはありませんので、
お気軽にお越しください！

営業時間／10：00～20：00

OPEN！
日清プラザイトーヨーカドー三島店内に

2月1日～25日の
期間限定です

コンロ・給湯器などのガス機器の展示や、相談コーナーなどをご用意しております。

200円で1ポイント
100万円以上のリフォーム工事ご成約で

無金利ローンキャンペーン

まで

リフォーム工事のお見積りを
ご依頼いただいた方に

万能和風だし
あご入り鰹ふりだし

金利0円金利0円

＋50,000＋50,000
TLCポイントプレゼント

旅行券
50,000円分

リフォーム工事
最大60回

外壁塗装
最大84回

※弊社が企画するその他のキャンペーンとの併用はできません。※詳しくは最寄りの支店及びスタッフにお気軽にお問い合わせください。

または

高圧洗浄費無料！外壁工事ご成約で
さらに、100万円以上の外壁工事ご成約の方

プレゼント
先着

10組様

お問い合わせ特典

ご来店いただいた方に

※画像の商品と異なる場合がございます。

※リフォームローンに関する詳細はローン会社の規定に準じます。

ご来店特典2

ご来店特典1

お見積り特典

ご成約特典1 ご成約特典2

ご成約特典3 外壁工事ご成約特典

TOKAI WiLL
リフォームショップ

TOKAI WiLL
リフォームショップ プレゼント！

プレゼント！

プレゼント！

キッチン便利グッズ

ケルヒャー高圧洗浄機

TLCポイント

空クジなし

出店記念プレゼント！
2月29日までにお見積り・ご成約の上、3月31日までにお引渡し可能の方に限ります。

も れ な く

ウインターサンクスキャンペーン開催
　会場／1階三島田町駅口 レストスペース

日清プラザ EVENT
2月11日  ～17日祝 月

大抽選会

当日はTL
Cカードま

たは

スマートフ
ォンアプリ

を

ご持参くだ
さい。

当日はTL
Cカードま

たは

スマートフ
ォンアプリ

を

ご持参くだ
さい。

※施設の都合にて、営業時間が異なる場合がございますので予めご了承ください。

大特価セール
抽選で3台

ユニットバス

FZ サザナ アライズ

キャンペー
ン1

キャンペー
ン2

担
当
者



ナチュラルベーシック
スタイル

北欧、アンティーク、モダン…様々なテイストのインテリアをひと通り楽しんだ大人女
子が辿り着いたのがベーシックなインテリア。シンプルだけどおしゃれ。でも、飽きがこ
ず、長い時間を一緒に過ごせる、そんな空間に。

お薦めリフォーム提案

無垢材をふんだんに使用したインテリアやペイントで
仕上げたアクセントウォール、くつろぎの間接照明。 
無垢の羽目板を使用した勾配天井が特徴です。

土間スペースを設けアウトドア用品を保管したり趣味
スペースとして活用できます。

四季ある国に磨かれて。
クリナップが辿り着いた答え。
暮らしの中で輝き続けるキッチン。

LDK

土間空間

ジャパニーズビンテージ
スタイル

家探しをスタートして、ひと目惚れしたのは築100年の古民家。100年という時間の
流れが作った雰囲気を壊さずに、今っぽさを演出するには…。畳をフローリングに変
更するだけではなく、ドアの印象が重要と考え、襖をウォールナット柄の引戸に。一気
に現代の風が吹いたそう。

お薦めリフォーム提案

建具・床の間・仏間、畳のバランスが美しい新・和室
空間

太陽の日差しが心地よい、陽当たりの良い明るいサン
ルーム

新・和室空間

サンルーム空間

ヴィラリゾート
スタイル

海を望むリゾートマンションの１室をまるごとリフォーム。リゾートホテルやハイクラス
マンションをテーマに、設備・建材・意匠性にこだわったコンセプチュアルな空間に
生まれ変わりました。

お薦めリフォーム提案

壁面には消臭効果のあるエコカラット を貼りました。 
凹凸に照明が映えます。

ホテルのような高級感漂う空間。下がり天井や間接
照明、ガラスパーテーション、絨毯、素材の質感にも
こだわりました。

LDK

エコカラット

きっかけは設備機器が古くなってきた事と、将来の生活を考えて快適に暮らせる住ま
いにしたいと考えたことでした。「こんな家具が似合う空間にしたい」というイメージを
プランナーさんに伝えながら、一緒にイメージを形にし、カフェのようなゆったりとした
空間が完成しました。

お薦めリフォーム提案

アクセントウォールとダウンライトで雰囲気良く仕上が
りました。

最近は、夜、キッチンのペンダント照明とテレビの上の
ダウンライトだけを灯して良い雰囲気の中で過ごして
います。とてもリラックスできるのでお気に入りです。

LDK

カフェ空間

カフェ
スタイル

経験豊富な「専任コンダクター」がお客様の側に立ったパートナーとしてご提案を
します。建築士、インテリアコーディネーター、そして専任コンダクターがチームとなっ
て、初めての方でも安心・納得のリフォームをご提供します。

専門チーム体制

専用の3D-CADシステムを導入。仕上がりのイメージを私たちとお客様で共有
しながらプランづくりを進行できるため大変安心です。

イメージしやすいご提案

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。

独自の品質保証

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。

年中無休のお客様専用ダイヤル４つの強み一戸建てのフルリフォームからマンションのリノベーションまで、TOKAI WiLLリフォームはお客様の夢をふくらませリフォームの感動をかたちにします。

 これからを生きる人の賢い選択。それがTOKAI WiLLリフォーム。

Style1 Style2

Style3 Style4

水栓からの水の勢
いでゴミを排水口ま
で押し流します。

流レールシンク

手を使わずに水が
出て、シンク作業が
スイスイはかどる水
栓です。

ハンズフリー
水栓

NATURAL BASIC STYLE JAPANESE VINTAGE STYLE

VILLA RESORT STYLE CAFE STYLE

ステディア
キッチンスタイル

「暮らしスタイリング」キッチン。
使い心地も、居心地も、もっと上質に。

キッチンスタイル

キッチンを暮らしの真ん中に。
世代や国境を越えて愛される価値を持つ
日本のキッチン。

セントロ
キッチンスタイル

調理も盛り付けも後片付けも効率的に。作業
のムダを省くセンターポジション設計。

センターポジション設計

収納を立てて入れるから「一目ですぐわかる」
「ラクに取れる」「スムーズにしまえる」

スタンドイン収納

Lクラス
インテリアとしての美しさを備えながら
道具としての「使う歓び」を突き詰めました。

キッチンスタイル

リシェルSI


