
お手入れしやすく、丈夫で使いやすい。 
思う存分、料理が楽しめます。

最新のキッチンって
どんな機能が
あるのかな…？

キッチン リフォーム

細部まで美しく
仕上げた多彩なデザイン
クリスタルカウンター。
お手入れしやすく
衝撃、熱にも強い
丈夫な素材です。

例えばこんなご相談Q

A

汚れが気になる場所の
お悩みを解決！
TOTOのきれい除菌水
で嫌なヌメリを抑え、
きれいが長持ちします。

A

♪

ご相談は またはホームページお電話 来店予約0120-224-236

ご予約は、「わが家のマイスター岡崎北店」まで
下記、お電話またはホームページ（来店予約フォーム）より承ります。事前予約制

会場提供：TOTO株式会社〒444-0845 愛知県岡崎市六名南1-4-2

最新型の商品や人気商品の使い勝手と機能性を実感できる
「TOTO」のショールーム、ぜひこの機会にお確かめください。
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TOTO岡崎ショールーム
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羽根ガード東
48

愛知環状鉄道

名鉄名古屋本線

ステーキハウス
ブロンコビリー

六名一丁目

現地案内地図

〒444-0057  愛知県岡崎市材木町2丁目44番地
アルコール
除菌対策

全社員マスク
着用の徹底

店内の定期的な
換気をしています

新型コロナウイルス
感染症対策を徹底
しています

東邦ガスのリフォーム専門ブランド「わが家のマイスター」が安心のリフォームをご提供します。

株式会社山本商店
日曜日、祝日月～土曜日／9：00～18：00営業時間 定休日

○感染症対策でお客さま同士の密をさけるため、お待ちいただく可能性がございます。ご予約いただいてからのご
来店をおすすめします。○会場入り口にアルコール消毒液を設置しております。○新型コロナウイルス感染拡大に
より、予告なくイベントが中止または延期になる場合がございますのでご了承願います。※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、一時的に営業時間・定休日が異なる場合がございます。※営業時間、定休日は変更になる場合が
ございます。定休日以外にも、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の期間に休業させていただく場合がございます。

岡崎北店 石川マイスター

お客さまの理想の空間づくりの
お手伝いをします。

大平マイスター

●給水装置工事主任技術者
●第二種電気工事士
●福祉住環境コーディネーター

素早く・丁寧を心掛けて頑張ります。

岡崎北店マイスターの紹介

※1:きれい除菌水の除菌効果 試験機関：（一財）北里環
境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌
方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試
験結果：99%以上（実使用での実証結果ではありません）
効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃
不要になるものではありません。使用・環境条件（水質や対
象物の材質・形状など）によっては、効果が異なります。水
道水を除菌したという意味ではありません。
報告書No.：北生発22_0017号

※2:試験機関：（株）衛生微生物研究センター 試験方法：除
菌 効果試験 除菌方法：電解した水道水により洗浄 対象：樹
脂製のまな板・ステンレス包丁 試験結果：99%以上（実使用
での実証結果ではありません）　

クリスタルカウンター（単色） クリスタルカウンター（柄入り）

ふきかける前

生
菌
数

「きれい除菌水」を
ふきかけた後

1
100
104

106

まな板汚れを落とした後の
想定で、「きれい除菌水」を
ふきかける前と
ふきかけた後の比較

使いたいものが、サッと取り出せる
大容量の収納を手元にまとめました。

すりガラスのような仕上げで、滑らかな手触りのカウンタートップ。
やわらかな輝きが空間を明るく魅力的に演出します。

気になるときに、ポンと
押すだけで見えない菌も
しっかり除菌

※噴霧中は青く光ります。青色の光には除菌効果はありません。

※1

ほうきのような幅広シャワーで、
泡や汚れを素早く洗い流します。

きれい除菌水※1

※2

体も心も
あったかい
暮らし

リフォームで

岡崎北店
リフォーム専門店

主催

愛知県

●各務原店

東海3県に19店舗

岐阜県

三重県

●天白店 ●千種猪子石店
●千種星ヶ丘店 ●名東本郷店
●イオンモールナゴヤドーム前店

●港店 ●中村太閤通店 ●西区小田井店
●日進店 ●小牧店 ●稲沢店 ●岡崎南店
●岡崎北店 ●豊田挙母店

●津店 ●四日市笹川通店
●松阪店 ●桑名大山田店



トイレリフォーム

キッチン・お風呂などの水まわりはもちろん
小さなお困りごとからフルリフォームまで

住まいの悩みなら
あなたの街のマイスターがスッキリ解決！

チラシ有効期限 2022年2月28日（月）まで

○本チラシに掲載の価格および仕様は2021年11月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。○本チラシに掲載の価格は、「税込価格」を表記しています。なお、価格表記のないものは、担当者までお問い合わせください。
○本チラシに掲載の商品は施工費が別途となります。担当者までお問い合わせください。 ○仕様や設置工事内容によって価格が異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
○本チラシに掲載の写真およびイラストの一部はイメージです。 ○商品の色は、印刷上、実際の商品とは異なる場合がありますのでご了承ください。

※ご契約金額によりご利用いただけるクーポンの金額は異なります。詳しくは担当マイスターへご確認ください。

「ご契約金額に応じて使える
割引クーポン（最大10,000円分）」を進呈いたします。

ホームページのご予約フォームよりご相談のご予約を頂きましたお客さまには、

WEB相談予約特典実施中!

お友達登録は
こちらから

（有料：ご希望のお客さまのみ）

わが家のマイスター

マイスター会員制度
（割引クーポンの進呈など）

３Ｄプラン作成であなたの理想
をかたちにします。リフォーム
完成後のイメージを３Ｄで作成し
分かりやすくご提案いたします。

ご自宅からでも
ご相談いただける
「 オンライン
相談」受付中！

理想のくらしを
かなえるヒント集
「あしたのマドリ」
はこちら。

３Ｄプラン作成
ご契約金額200円（税抜）に
つき1ポイント、最大10,000
ポイント進呈。

Tポイント進呈 WEBお問い合わせ「あしたのマドリ」

リフォーム工事実施後「1ヵ月」
「12ヵ月」の時点で

LINEでもお得な
情報配信中

定期点検制度

わが家のマイスターでは
リフォームを行った設備を
最長１０年保証延長いたします。

設備の10年間延長保証LINEお友達登録

ＷＥＢでのお問い合わせは
２４時間受け付けております。

オンライン相談

無償点検を
実施いたします。

お客さまご紹介制度 リフォーム関連
各種制度（補助金など）の申請アドバイス

「わが家のマイスター」のサービス  おうちのこと、リフォームのこと。何でもご相談ください。

ほかにも

1 2 3

6 7 8

4 5

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。

バスルーム 
リフォーム

例えばこんなご相談Q

A

寒い季節だからこそ充実した
バスタイムを過ごしたい。

例えばこんなご相談Q
掃除が大変なトイレ。
もう少し掃除が楽に
なると嬉しいんだけど…

お手入れカンタン！「いつもキレイ」がうれしい。

肩楽湯と腰楽湯の同時使用。
たっぷりの水流と心地よい刺激で
至福の時間を。

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。

入浴後にボタン１つで
TOTO独自の板状ワイパー
水流で汚れを流し「きれい
除菌水」で除菌仕上げ。 

※1:試験機関：（一財）北里環境科学センター
試験方法：除菌効果試験 除菌方法：水道水により洗
浄対象部分：床表面 試験結果：99%以上（実使用で
の実証結果ではありません）

ボタンひとつで床まわりを洗浄・除菌

※流量は参考値です。

楽湯 RAKU-YU-

汚れを浮かせて、
しっかり流す。
仕上げに除菌。

○R

○R

TOTO「ウォシュレット  一体形便器
（タンクレス） ネオレスト RH1」

TOTO 「ウォシュレット  一体形便器
ZR1 CES9155M」

「きれい除菌水   」が汚れの
もとになる「菌」を除菌して
トイレのきれいを保ちます。

A
※1

円79,970 施工費

参考価格：
238,700円（税込） 66

OFF!
%

わが家の
マイスター
販売価格

（税込）

ピックアップ商品！

汚れが付きにくく落と
しやすい、「セフィオン
テクト便器」。

床ワイパー洗浄
（きれい除菌水  ）※1

○新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ウォシュレット製品の納期にお時間がかかる場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

TOTO 
「システムバスルーム シンラ」


