
建設業登録／国土交通大臣許可（特-1）第13319号　一級建築士事務所登録／静岡県知事登録（8）第2685号

榛原支店 リフォーム課

お電話で PC・スマホ
からは0120-987-340

感染症対策として、
マスク着用・室内換気など
安全面を考慮して
開催いたします。

■受付時間／9：00～17：45 （年中無休）

■受付時間／9：00～17：45 （年中無休）

0120-987-340

ご予約、お待ちしています！

平日予約制 

カーナビをご利用の方は
榛原郡吉田町神戸673-1と検索してくださいNAVI

●

●

●

倉橋学園輝高

至吉田漁港

至御前崎

至掛川 至静岡

R150

東名高速道路

●ホテル

●自彊小

●ザ・ビッグ
　吉田店

コンビニ● ノジマ●
吉田店コンビニ

●
コンビニ島

田
吉
田
線

大
幡
川
幹
線

大
井
川

自彊館

●山王神社

●大幡神社

北オアシスパーク

吉田
IC

初夏のリフォーム相談会
会場 北オアシスパーク北オアシスパーク

榛原郡吉田町神戸673-1

6/23火～28日毎日開催!10：00～16：00

厳選プレミアムセレクション

10：００～12：００
5組

13：００～15：００
5組

15：００～16：００
2組

 会場限定

えらべる
プレゼント

三乾王  暖房換気扇
156,000円相当

床ワイパー洗浄
66,000円相当

または

魔法びん浴槽
ほっからり床
お掃除ラクラク

※画像はイメージです

55%
OFF

TOTO「サザナＴタイプ」 
1616サイズ
㋱939,000円（税別） 円万円 422,55088・8

（税別）（税別）

お掃除ラクラク
ほっカラリ床
ひざをついても痛くないやわらか
な床。水はけが良く翌朝カラリ。

らくポイ
ヘアキャッチャー
髪の毛が絡みにくく、汚れが付
きにくいヘアキャッチャー。

4点パック

.74万円が合計合計合計合計215

シンプルさが魅力の
全自動おそうじトイレ。

小物の整理に便利な引出し
キャビネットと薄型LED照明。

トイレ
3

洗 面
4

なんと 今だけ

キッチン
1

バスルーム
2

「お困りごと」を
新しい使いやすさに。

厳選したアイテムも
装備し快適空間のために。

（税抜）（税抜）

工事費別途
（税抜）（税抜）

111 222 333 444＋ ＋ ＋

特別企画1 特別企画2

※記載金額に工事費は含まれておりません。※すべて税抜き価格表示です。※写真はイメージです。

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

土・日のご予約も承ります。

ご来場前にご予約された方に

TLCポイント

2,000ポイントプレゼント

ご成約特典選
べる

お気軽にご来場ください。

TLCポイント

1,000ポイントプレゼント

ご来場特典

Dyson V7 相当
コードレスクリーナー

自動掃除機 
ルンバ 641

※100万円以上のリフォームご成約の方が対象です。
※プレゼント商品は在庫状況により、特典機種が変更になる場合もございますがご了承ください。

または

事前ご予約特典

さらに



建設業登録／国土交通大臣許可（特-1）第13319号　
一級建築士事務所登録／静岡県知事登録（8）第2685号

〒421-0301  
榛原郡吉田町住吉1170－1榛原支店 リフォーム課
■受付時間／9：00～17：45
                    （年中無休） TOKAIリフォーム

PC・
スマホ
からは

0120-987-340

LL大容量
人造大理石ボウル

キッチンリフォーム トイレリフォーム

洗面リフォーム

バスルームリフォーム

タカラ システムキッチン
「エーデル」
㋱435,700円（税抜）

品質の高さと使いやすさや
収納力が魅力、高品位ホーローで

見た目も使いやすさも安心。

392,000円（税抜）（税抜）

55%
 OFF!Panasonic 「ラクシーナ」

Ｉ型2,550㎜
㋱1,056,400円（税抜）

ほっとクリーンフード
人造大理石トップ
スキマレスシンク
クッキングコンセント

475,000円（税抜）（税抜）

Panasonic
「アラウーノS141」

㋱210,000円（税抜）

45%
 OFF!

115,500円（税抜）（税抜）

Panasonic 「FZ」
1616サイズ
㋱737,000円（税抜）

保温浴槽・スミピカフロア
ささっとキレイ排水口

257,000円（税抜）（税抜）

65%
 OFF!

50%
 OFF!Panasonic 「オフローラ」

1616サイズ
㋱903,000円（税抜）

スゴピカ保温浴槽
スゴピカ水栓
スゴピカカウンター
W水流シャワー

451,500円（税抜）（税抜）
流レールボールは、
ボールの全体に水が
行き届き、「流レール」に
髪の毛や泡を集めて
排水口へ導きます。

55%
 OFF!

LIXIL
「アメージュZA」
㋱214,700円（税抜）

96,600円（税抜）（税抜）

55%
 OFF!

TOTO
「ZR1」
手洗いあり

㋱217,000円（税抜）

97,600円（税抜）（税抜）

シンプルさが魅力の
全自動お掃除トイレ

お掃除機能満載！

44%
 OFF!

45%
 OFF!

LIXIL
「プレアスHS」
㋱254,000円（税抜）

142,200円（税抜）（税抜）

クリナップ「ファンシオ」
一面鏡開き戸 W-750
㋱147,000円（税抜）

80,850円（税抜）（税抜）

プラズマクラスター
鉢内除菌
100年クリーン100年クリーン100年クリーン100年クリーン

62%
 OFF!

Panasonic
「シーライン」
三面鏡引き出し

W-750
㋱245,900円（税抜）

93,000円（税抜）（税抜）

「水まわり」のリフォームで。
 もっと住みよいわが家をつくりませんか。

お掃除しやすく、キレイをキープ。
空間もスッキリ、使いやすく。

毎朝のスタートを爽快に。
お掃除しやすく収納を考えた洗面。

快適&美しい浴室で、くつろぎの毎日を。

料理も片付けもスイスイと。
デザインにこだわった上質な空間を。

※記載金額に工事費は含まれておりません。※すべて税抜き価格表示です。※写真はイメージです。

1day水廻りお掃除隊
●浴室清掃・カビとり
●キッチン・コンロ・換気扇・排水口
●洗面所・鏡 ●トイレ（床・壁・便器清掃） ※別途、オプションメニュー各種ご用意しております。

59,800円（税別）標準パック
３０坪以下

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
様目線の営業員が大切な住まいのリノベーションをご提案をさせていただきます。
『中古を買ってリノベーションという選択』新築でもない。中古でもない。中古を購入
してリノベーションをする。自分らしく暮らすための、あたらしい選択肢。

■屋根 ●屋根の葺き替え改修・塗装  ●防水工事 
  ●雨樋の改修・取替 ●日本瓦の取替 等
■外壁 ●サイディング工事 ●塗装工事　　　       
  ●コーキング工事 ●二重サッシの取付
  ●ペアガラスの取付 ●面格子の取付　
  ●カーポート　●テラス　●外構　等

塗装
キャンペーン中

屋根・外壁・塗装のリフォーム

TOKAI
リフォーム安心ポイントリノベーション 3 CGパースを使ったご提案

2 お客様目線の女性スタッフ

1 安心の施工体制 4 TOKAI独自の品質保証
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。

キッチン・バスルーム・トイレはもちろん！ あらゆるリフォームのご要望に対応いたします。　リフォームメニュー

■玄関 ●ドアの取替
 ●ドアホン、インターホンの取付
  ●玄関網戸の取付
■廊下 ●床の貼替 ●腰板の取付
■階段 ●手すりの取付
  ●すべり止めの取付  等  

1日で玄関リフォーム
玄関・廊下・階段のリフォーム

●室内ドアの交換　
●カーペット、クッションフロア、クロスの貼替
●フローリング工事　●クローゼットの設置
●壁紙の貼替　●洋室を和室に　等　

床材、壁材が自由に選べる。
あなたの個性をリビングに！

リビングのリフォーム

LIXIL 「リシェント」玄関ドア3
リシェント 断熱仕様（k4仕様 採風タイプ） 
親子M83型 W1,244㎜×H2,356㎜
ハンドダウンチェリーS型ハンドル　タッチキー/キー付きリモコンタイプ

断熱リフォームドア


