
お手入れ簡単、料理が楽しくなるキッチン。

汚れに強い
キッチンまわりの油汚れ
も、水拭きでサッと落とせ
ます。

熱に強い
高温になりがちなコンロま
わりも、高品位ホーローに
お任せください。

キズや衝撃に強い
硬いタワシでゴシゴシ磨い
ても、ちょっとやそっとでは
キズ付きません。

便利な
マグネット収納

※イメージ（どこでもラック〈オプション〉）※イメージ（どこでもラック〈オプション〉） 3層構造で「洗う、調理、片付ける」の作業をスムーズに。

タカラスタンダードの
キッチンは
ホーロー素材が魅力。
キッチンをいつまでも
キレイに保つことが
　　　　できます。

家事らくシンク

キッチンでよく使うものは、マグ
ネットのラックで壁に取り付
け。ワークトップに物を置かず
に済むので、作業スペースが
広くなります。

メーカー希望小売価格 ： 984,610円（税込）～

施工費円～
（税込）836,918

キッチン リフォーム
Kitchen
Reform

タカラスタンダード「トレーシア」
I型 間口255cm

N
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タカラスタンダード名古屋ショールーム会場
〒461-0040  名古屋市東区矢田３丁目２番２４号 

リフォーム専門店
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期間中、会場にご来場のうえ、
アンケートにお答えいただいた方に

※数に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
※来場アンケートにご回答いただいた一家族さま1回限りとさせていただきます。

ウタマロ
クリーナーをプレゼント!

ご来場特典

もれなく

ガンコな油汚れ、
水アカなどを
スッキリ落とし、
素手でも
使えます。

※色はお選びいただけません。※数に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
●ご成約特典は2022年6月30日（木）までにご契約いただき、9月30日（金）までに施工完了いただいたお客さまに限ります。

ご成約特典

○上記写真はイメージです。〇ご来場特典、ご成約特典の進呈には条件がございます。詳細については、担当者までお問い合わせください。

ル・クルーゼの
定番鋳物
ホーロー鍋期間中、会場にご来場し、

お見積りいただき
システムキッチンまたはシステムバスを
ご成約頂いた方にル・クルーゼ
ココットロンド（18cm）をプレゼント!

当日
イベント
価格

鈴村浴槽株式会社 〒468-0053 
名古屋市天白区植田南2-212

天白店
今までの経験や知識を活かしお客さまの満
足いくプランを一緒に考え夢を実現するリ
フォームをアドバイスします。いつでもお気軽
にご相談してください。

担当マイスターとして役割は2つあります。1つ目はイン
ターネットでも調べきれないような幅広い商品を「探し
て選び」ご提案すること。2つ目は得意な技を持ってい
る職人さんたちを手配し最善な施工をすること。なん
でも話しやすい窓口として頼られると嬉しいです。

ご相談は または0120-1089-22 ホームページお電話 来店予約

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
しています愛知県

●各務原店

東海3県に19店舗

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。

岐阜県

三重県

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。

久野マイスター

伊勢マイスター

●2級建築施工管理技士 ●第二種電気工事士

●第二種電気工事士

●天白店 ●千種猪子石店
●名東本郷店 ●千種星ヶ丘店

●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

テン パ ク ニコ ニコ

天白店マイスターの紹介



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増改築まで、

その住まいの悩み、リフォームで何でも解決！その住まいの悩み、リフォームで何でも解決！

○本チラシに掲載の価格および仕様は2022年3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の一部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。 チラシ有効期限 2022年6月30日（木）まで

トイレリフォーム
衛生的で気持ち良い洗面化粧台。 お手入れカンタン！

「いつもキレイ」がうれしい。

 タカラスタンダード「ファミーユ」 間口75cm

タカラスタンダード
「ティモニ Fシリーズ」
0.5坪プラン 温水洗浄便座タイプ（陶器製タンク）

自動水栓なら帰宅後、
どこにも触れずに
手洗いすることができます。

日常的な使い方では
傷つきにくいガラス層。長年使用しても
汚れの落ちやすさが変わりません。

さっと流すだけで、キレイが続く
ホーロークリーン浴室パネル。

マイクロバブル入浴で得られる効果性能

洗浄
効果

保湿 リラックス
効果

ワクワクや
感動

タッチレス式水栓

水アカなどの汚れを落としやすいので
普段のお手入れも簡単なバスルーム。

※写真はイメージです。

タカラならどんな浴室スペースでも大丈夫！

浴室スペースに合わせて、システムバスの大きさを
サイズオーダーできます。

最大1,500通りのサイズ展開。

タカラスタンダード「レラージュ」
1坪サイズ 基本セット価格

バスルームリフォーム

洗面化粧室リフォーム

エコジョーズふろ給湯器
マイクロバブルバスユニット内蔵

Micro Bubble Bath Unit 取付実績店 わかりやすく動画でも紹介！わかりやすく動画でも紹介！

リンナイ（株）製

温浴
効果

きめ細かい空気の泡
で、白いお湯をつくるマ
イクロバブルバスユニッ
トの機能を内蔵。
優しくて柔らかな肌触り
のお湯で、カラダも心も
癒します。 溶けた空気が微細な気泡に変わり

お湯が白濁します。

※イメージ

RUF-ME2406SAW  

忙しい毎日の中、バスタイムをシャワーだけで済ませるなんてもったいない！
マイクロバブルの技術は毛穴汚れを優しく落として、ゆっくりと身体を温めます。
白い泡が全身を包み込む幸せとともに贅沢なリラックスタイムを楽しんでください。

標準
工事費
込み円~340,000

マイクロバブルの微細な泡でしっかり保湿。

（税込）

スクリュー洗浄
すみずみまで洗いながら
流すうず巻き状の
洗浄水。ぐるりと洗う まっすぐ流す

Bathroom
Reform

Washroom
Reform

Toilet 
Reform

給湯能力24号 自動

マイクロバブル
バスユニット
紹介ムービー

マイクロバブル
白濁運転
ムービー

「水と空気」だけで肌を美しく保つ「水と空気」だけで肌を美しく保つ

水栓に触れず、水を出したり
止めたりできるので、衛生的です。

汚れを抑制して
清潔で衛生的な
トイレです。

※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）。
      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。 ※2021年12月27日時点の情報を基に作成しております。

国が工事費用（5万円～60万円     ）の一部を補助します。※1

ポイント! 対象工事を実施する全ての世帯が対象です。

●補助金の対象となるリフォームの条件等の詳細は、担当者にお問い合わせいただくか、国土交通省 こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページでご確認ください。

●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

4 5

6 7

8

●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

対象となるリフォーム工事実施するリフォーム工事内容等に応じて

リフォーム チャンスをするまとめておトクに です！こどもみらい住宅支援事業が
はじまりました。

合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

メーカー希望小売価格 ： 843,150円（税込）～

施工費円～
（税込）716,677当日

イベント
価格

メーカー希望小売価格 ： 222,640円（税込）～

施工費円～
（税込）189,244当日

イベント
価格

メーカー希望小売価格 ： 136,400円（税込）～

施工費円～
（税込）115,940当日

イベント
価格

当日
イベント
価格


