
わが家のマイスター〒471-0023  愛知県豊田市挙母町5-64

0800-
200-5650

わが家のマイスター豊田挙母店

セミナーのご予約やリフォームのご相談 は下 記 の 方 法で

お電話 お問い合わせは
下記へご連絡ください。 ご来場 お近くの店舗まで

お越しください。 W e b 予 約

オンラインでの相談予約もできます。
詳しくはホームページへ

わたしたちが

お客さまの想いを

カタチにします。

地域のくらしを支える東邦ガスグループの
あなたの街のマイスター。

おうちのリフォームやメンテナンスなど
くらしのお悩みを解決いたします。

豊田挙母店リフォーム専門店

202 10:00
17:00

2022年

わが家のマイスター豊田挙母店会場 開催
日時 日

●子育て対応改修  ●バリアフリー改修
●空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ●耐震改修
●リフォーム瑕疵保険等への加入
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●開口部の断熱改修 ●外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
●エコ住宅設備の設置
1

3

2

●～●いずれか必須1 3

●～●任意4 8

リフォーム補助事業に つ い て 分 かりやすくご説明します

実施するリフォーム工事内容等に応じて
国が工事費用（5万円～60万円   ）の一部を補助します。
※1:子育て世帯又は若者夫婦世帯は、上限45万円/戸（既存住宅を購入しリフォームを行う場合は上限60万円/戸）。それ以外の世帯は30万円/戸。
      安心Ｒ住宅を購入しリフォームを行う場合は上限45万円/戸となります。 ○１申請あたり合計補助額が５万円未満の場合は補助申請はできません。
※2021年12月27日時点の情報を基に作成しております。
○制度の具体的な内容につきましては、こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページをご覧ください。　ホームページ：https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

※1

対象住宅の対象工事等

https://lin.ee/pO32Hqs●公式LINEページ

豊田市を中心に20年以上フラワー
アレンジの教室を主催。豊田中日文化
センター「ボタニカルライフ」講師。
また、料理講師としても、東邦ガス栄にて
料理講座を担当。個人でも豊田、岡崎
にて料理教室を主催。

布がきれいに切れるハサミを必ずお持ちください。
2,000円

事前予約制

時間 ①10:30～12:00
②13:30～15:00

わが家のマイスター豊田挙母店（東邦ガス 豊田事業所１Ｆ）

202 8各回 名日程

場所

講師紹介

高羽
咲都望講

師

参加費
（税込）

持ち物

（合計16名）日

国の新たな補助金制度がはじまります。
ポイント!

対象工事を実施する
全ての世帯が対象です。

初めてご参加される方で
アンケートにご記入頂いた方は でご参加頂けます。1,000 （税込）円 引き

参加者
募集!

※補助金を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
　詳しくは担当者までお問合せください。

通話料
無料

ご来店予約は
こちらから

定員

除菌が気になるこの頃、おうちに1つは置きたいウエットティッシュ。　
でも、プラスチックそのままでは…残念…そこで素敵なウエットティッシュケースにお仕立てしましょう。
貼り付けるだけで簡単に作れます♪
色はベージュ系とピンク系をお選びください。どちらも光沢があり高級感があります。



チラシ有効期限 2022年4月30日（土）まで
○本チラシに掲載の価格および仕様は2022年1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。

お住まいのことなら、わが家のマイスターにお任せください。
ホームページにて
施工事例を
多数紹介してます！

小さなお困りごとからフルリフォームまでお家まるごとおまかせください。

丁寧で安心なリフォーム工事で、
ご相談からアフターケアまで専門の技術を持った
マイスターが、ワンストップで解決いたします。

わが家のリフォームは、
わが家のマイスターへ。

店内の
定期的な
換気を
しています

アルコール
除菌
対策

全社員
マスク着用
の徹底

新型コロナ
ウイルス
感染症対策を
徹底しています

○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。

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。
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望月マイスター 植松マイスター

デザイン性、利便性、
コスト等、あらゆる面から
わが家に最適なプラン
を追求、リフォームで
幸せをお届けします。

リフォームは、担当者
ですべてが決まると
言われているので、
お客さまニーズに
合ったプランの提案
やお客さまと互いに
満足できるリフォーム
を目指します。

●二級建築士
●インテリア
　コーディネーター

豊田挙母店マイスターの紹介

●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
●各務原店

愛知県

●津店 ●四日市笹川通店 ●松阪店 ●桑名大山田店三重県

東海3県に東海3県に
19店舗19店舗

岐阜県

〒471-0023  愛知県豊田市挙母町5-64

日曜日、祝日月～土曜日／9：00～18：00営業時間 定休日

豊田挙母店

※土曜日は事前予約にて賜ります。

東邦ガスセイフティライフ株式会社

通話料
無　料 0800-200-5650

くつろぎを育む、毎日の
バスタイムを心地よい時間に。

暖かく、広 と々した浴槽や洗い場など、
浴室はより快適な空間に進化しています。

節水型トイレにすると１年間で
お風呂の浴槽236杯分もの水を
節水することができます。

１日の疲れをゆっくり癒す
上質なバスルームへ。

浴室リフォーム トイレリフォーム 

ペットオーナーお悩みのキズや汚れに強い
床材や脱臭効果のある壁材などお部屋の用途に
合わせて機能性でお選びいただけます。

床、壁紙の張替えでお部屋の
印象をガラリと変えます。

収納も使い勝手も
よい洗面に。

お客さまの使い勝手とお好みに合わせた
システムキッチンをご提案いたします。

今どきの洗面化粧台は、
使いやすく、掃除がしやすく、収納も豊富です。

毎日使う洗面所を、
気持ちよく過ごせる場所に。

いつまでも清潔感
あふれるトイレルームへ。

リフォーム 

キッチンリフォーム 洗面化粧台リフォーム 

内装

外壁は、紫外線、雨風など、日 ダ々メージを受けており、
定期的な外壁リフォームは家を
長持ちさせるために大切です。

長く快適に住むために外壁の
定期的な塗装や張替えをおすすめします。

リフォーム 外壁

汚れているトイレをきれいに、快適に。

家具の配置など、理想に近いご提案ができ、
完成イメージの想像がしやすいです。

詳しくは担当者までお問い合わせください。
3Dプラン作成はご予約が必要です。

打合せをしながらでもプランを修正する
ことができます。

手書きした間取り図を
スマホで取り込み

専用の方眼紙に
理想の間取りを描きます。

3Dプランへ
変換いたします。

1 2 3

キッチンの不満を解決する
使い勝手のよい
システムキッチンに。
調理も、盛りつけも、後片づけも効率的に。
簡単なお手入れでキレイを保ちます。

機能性に優れた内装が
快適なくらしをつくります。

塗装や張替えで長く暮らせる
快適な外壁リフォーム。

3Dプランを使用した完成イメージを作成してご提案いたします。


