
抗菌・防カビ樹脂

プレゼントキャンペーン開催期間　2017年4月13日（木）～11月末まで

オープンスペースに
いすやカゴを置ける

「片寄せオープンプラン」

２つのボウルで
大家族もゆったり使える
「２連ボウルプラン」

洗面空間と調和する
「スリムフォルムカウンター」

床から浮いたような意匠
「デザインキャビネット」

洗面空間と調和する
「スリムフォルムカウンター」

海外トレンドを取り入れた
「ベッセル式洗面器＆水栓」

調色の光で空間を美しく演出
「上下のLED調色機能付き」

「お掃除ラクラク排水口」(抗菌・防カビ仕様)
＆「きれい除菌水」

間口にもピッタリ。
カウンターも広く使える
「片寄せボウルプラン」

ホテルのような
シンプルな洗面空間に
「カウンタープラン」

毎月300名様、期間中合計2,400名様に
豪華賞品が当たる!!

2017年6月発売
今なら、さらにおトク
TOTOショールームフェアも同時開催中!

セミオーダー感覚で、一人ひとりのスタイルや住まいにジャストフィットする洗面空間が
実現できる、ＴＯTOシステムドレッサーの最上級シリーズです。

対象商品

キャンペーン対象

キャンペーン開催期間

プレゼント賞品

当選者発表について

フローティングデザインプラン

「きれい除菌水」搭載プラン

洗面化粧台・化粧鏡・
トールキャビネットセット

洗面化粧台・バックパネル・
化粧鏡セット

ライフスタイル別プランで暮らしにフィット

タッチスイッチ水ほうき水栓LF
（浄水器兼用・ハンドシャワー式・エアイン）

ガラストップ両面焼きコンロH
（換気連動・シルバー）

ゼロフィルターフードeco
（扉材前幕板・シルバー）

「きれい除菌水」生成器

スクエアすべり台シンク
（クリスタルスノー）写真プラン扉カラー：べルベアッシュウッド

クリスタルカウンター
（クリスタルスノー）

人気の売れ筋プラン　¥1,524,550～ （食器洗い乾燥機ありの場合は＋￥166,000）

人気の売れ筋プラン
透明感あふれる質感で人気の“クリスタルカウンター”と、人気の最新アイテム“「きれい除菌水」生成器”と
“タッチスイッチ水ほうき水栓LF”を搭載した、売れ筋のキッチンプランです。

間口：2550mm、扉：PG1／組み立て費別途・希望小売価格（税別）

TVCM
放送中

新商品

新商品

人気！

人気！ 人気！ 2017年4月13日（木）～11月末まで

[トイレ]
ネオレスト

[システムキッチン]
ザ・クラッソ

[システムバスルーム] 
シンラ 戸建/マンション用
サザナ プレミアムHGシリーズ
　　　 ／HSシリーズ

[洗面化粧台]
エスクア
エスクア・LS
オクターブ

詳しくは中面をご覧ください。

[マンションリモデルバスルーム]
ひろがるWGほっカラリ床シリーズ
もっとひろがるWBシリーズ
ひろがるWTシリーズ
WHシリーズ

当選賞品は抽選月の月末に、TOTOリモデルクラブ店へ到着後
当選されたお客様に、TOTOリモデルクラブ店よりお届けいたします。
上記をもって当選発表に代えさせていただきます。
<抽選月:2017年5月～12月　毎月15日頃>

TOTOリモデルクラブ店から感謝をこめて

キャンペーン期間中に、TOTOリモデルクラブ店にて
下記「TOTO対象商品をご購入いただいたお客様全員」が対象となります。

※期間中に対象商品を購入し、納品が完了している物件を対象とさせていただきます。

当選金額に応じたカタログギフト(3万円、1万円、5,000円相当) より、お好みの賞品をお選びいただけます。

2017年6月発売

2017年6月発売

希望小売価格¥901,850（税別）

希望小売価格¥530,000（税別）

【ご注意】
・賞品のお届け先は、日本国内に限ります。
・当選の権利の他人への譲渡・換金はできません。
・当選後の賞品の変更はできません。

キッチン

洗面化粧台

浴　室

トイレ

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

新商品
新商品

〈お問い合わせは当店まで〉

TOTOショールームのご案内
ぜひご一緒に足を運びましょう

No.2288  2017.4

(0120)43-1010

［北海道・東北地区］

東京センター

練馬
足立
江戸川
大田
三鷹
立川
横浜ランドマーク

横浜港北
厚木
相模原
藤沢
大宮
越谷
川越
熊谷
千葉
成田
船橋
松戸
柏
木更津
水戸
つくば
宇都宮
小山
高崎
甲府
新潟
長岡
長野
松本
佐久平

札幌
旭川
帯広
釧路
函館
仙台
青森
盛岡
秋田
山形
庄内
福島
郡山
いわきサテライト

福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
北九州市小倉北区中島2-1-1
古賀市花見東1-15-18
太宰府市大佐野3-11-1
久留米市小森野4-9-1
佐賀市鍋島町八戸溝952-5
西彼杵郡長与町まなび野3-1-1
佐世保市高砂町3-1 高砂スクエアビル1F
熊本市中央区萩原町17-53
大分市下郡北1-4-11
宮崎市吉村町長田甲2377-1
都城市北原町15-7
鹿児島市東開町3-167
那覇市銘苅3-10-17

名古屋

春日井
岡崎
豊橋
岐阜
静岡
浜松
沼津
四日市
津
金沢
富山
高岡
福井

大阪

箕面
枚方
堺
神戸

西神
姫路
京都
草津
彦根
奈良
橿原
和歌山

広島
福山
岡山
倉敷
鳥取
米子
山口
高松
徳島
松山
新居浜
高知

福岡

北九州
福岡東
福岡南
久留米
佐賀
長崎
佐世保
熊本
大分
宮崎
都城
鹿児島
沖縄

［関東・甲信越地区］

［東海・北陸地区］

［近畿地区］

［中国・四国地区］

［九州・沖縄地区］

札幌市中央区北1条東7-1-8
旭川市豊岡4条5-8
帯広市西22条南3-6-5
釧路市昭和中央5-1-6
函館市桔梗町418-99
仙台市泉区八乙女2-2-2
青森市第二問屋町1-2-4
盛岡市本宮3-14-33
秋田市手形字西谷地164
山形市松山3-11-20
酒田市あきほ町652-2
福島市八木田字中島134-1
郡山市名郷田2-18

いわき市常磐水野谷町諏訪ヶ崎7-8

渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル7･8F
練馬区豊玉北2-22-12
足立区一ッ家3-17-1
江戸川区北葛西4-23-10
大田区大森北3-26-22
三鷹市新川2-11-21
立川市幸町1-2-1 

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 
横浜ランドマークタワー34F
横浜市都筑区中川8-1-6
厚木市恩名4-2-22
相模原市中央区中央5-7-9
藤沢市石川2-18-1
さいたま市見沼区南中野672-1
越谷市東大沢3-14-12
川越市新宿町5-2-11
熊谷市肥塚4-30
千葉市稲毛区天台1-5-5
成田市公津の杜1-25-2
船橋市夏見1-10-35
松戸市小金きよしヶ丘1-13-4
柏市十余二337-167
木更津市潮見2-10-1
水戸市元吉田町1194-29
つくば市春日2-38-2
宇都宮市元今泉2-22-22
小山市東城南2-22-1
高崎市問屋町1-11-2
中巨摩郡昭和町西条5263
新潟市中央区紫竹山5-1-11
長岡市古正寺3-75
長野市西尾張部1116-2
松本市村井町南2-9-16
佐久市岩村田1787-1

名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング13F
春日井市東野町8-6-3
岡崎市六名南1-4-2
豊橋市佐藤5-19-8
岐阜市薮田南5-14-36
静岡市駿河区曲金7-1-6
浜松市東区宮竹町196-1
沼津市江原町1-7
四日市市日永西2-12-6
津市船頭町津興3424
金沢市鞍月東2-11
富山市布瀬町南2-8-3
高岡市京田492
福井市高柳1-207

大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー20F
箕面市半町4-3-50
枚方市養父西町20-31
堺市西区鳳北町10-110
神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F
神戸市須磨区弥栄台5-11-3
姫路市南条509
京都市中京区釡座通御池下ル津軽町763
草津市野村8-6-25
彦根市西沼波町50
奈良市法華寺町190-1
橿原市上品寺町341-1
和歌山市西高松1-4-31

※ショールームへのフリーダイヤルは発信地域が限られます。
発信地域はTOTOホームページをご確認ください。　http://www.toto.co.jp/
営業時間：10：00～17：00　休館日：水曜日（ただし、祝日の水曜日は開館）・夏期休暇・年末年始

※次のショールームは休館日が異なります。
帯広ショールーム、釧路ショールーム…水・木曜日・夏期休暇・年末年始・ゴールデンウィーク
神戸ショールーム…水曜日（ただし、祝日の水曜日は開館、翌木曜日は休館）・夏期休暇・年末年始

（ ヨイ ミセ　  トー　 トー ）

広島市南区宇品西4-1-36
福山市南蔵王町2-9-36
岡山市北区下中野1210-7
倉敷市安江85-1
鳥取市南隈448
米子市新開7-5-8
山口市小郡維新町1-1
高松市林町2547-3
板野郡藍住町徳命字元村1-1
松山市小坂3-3-1
新居浜市坂井町1-1-10
高知市東秦泉寺122-1



おすすめ商品 おすすめ商品システムキッチン ザ・クラッソ

タッチスイッチ
水ほうき水栓LF（浄水器付）

「きれい除菌水」生成器
キッチンのきれいを保つTOTOのクリーン技術
水からつくられ、時間がたつともとの水に戻るから環境にやさしい。

※商品に同梱のご愛用者アンケートに、ご協力をお願いします。
※お取り付け費用、お取り付けに必要な部材は、お客様のご負担になります。
＊住宅会社様向け契約商品は除く。

「幅広シャワー」「タッチスイッチ」「浄水
器」の3つの機能をスリムなフォルムに搭
載。浄水シャワーによる生野菜洗いなど
使い方の幅が広がります。

クリスタルカウンター
光を透過し、優美さと耐久性を兼ね備えた
素材です。

キッチンワークの仕上げにふきかけるだけで
3つのきれいを実現します。

期間中、「タッチスイッチ水ほうき水栓ＬＦ
（浄水器付）」もしくは「水ほうき水栓ＬＦ
（浄水器付）」をご成約いただいた方に、
「きれい除菌水」生成器(希望小売価格
￥60,000 税別）をプレゼント！

まな板・包丁きれい ふきんきれい 網かごきれい

※写真はイメージです。
※特典品はなくなり次第終了となります。また予告なく変更される場合があります。

キッチン

トイレ
[トイレ]
ネオレスト

[システムキッチン]
ザ・クラッソ

[システムバスルーム] 
シンラ／サザナHGシリーズ
[マンションリモデルバスルーム]
WGシリーズ（Aタイプ・Wタイプ）

洗面化粧台
[洗面化粧台]
エスクア／エスクアLS
オクターブ（「きれい除菌水」搭載タイプ）

タンクレストイレ　ネオレスト

便器きれい セフィオンテクト
ご使用前に便器ボウル面にミスト（水道水）を自動
でふきかけ、汚れを付きにくくします（プレミスト）。
さらに、トイレ使用後と、8時間使用しない時には、
「きれい除菌水」のミストを自動で便器ボウル面に
ふきかけるので、トイレのきれいが長持ちします。
※ネオレストAH･RHのみ

陶器表面の凸凹を100万分の1mm
のナノレベルでツルツルに。汚れが
付きにくく、落ちやすいTOTOの独
自の技術です。

※イメージです。

レザー調オリジナル
ティッシュBOXケース
（新洗面化粧台エスクアロゴ入り）

浴　室

ショールームでお見積り
いただいたお客様限定!

お見積りすると素敵な特典を
プレゼント！

システムキッチン ザ・クラッソご成約特典！

「きれい除菌水」生成器をプレゼント！

対象商品

詳しくは、ＴＯＴＯホームページをご確認ください。

熱に強い 丈夫な素材 お手入れカンタン

ショールームでお見積り
いただいたお客様限定!

特 典

3
特 典

4
特典1・2・3
対象期間 出荷期間： ～2017年6月30日（金）

受注期間： 2017年4月13日（木）～2017年5月31日（水）
お見積期間： 2017年4月13日（木）～2017年5月30日（火） 特典4

対象期間 2017年4月13日（木）～2017年6月30日（金）
システムバスルームサザナ・
マンションリモデルバスルーム
WGシリーズを
お見積りの方限定！

システムバスルーム サザナ／マンションリモデルバスルーム WGシリーズ

＊▲：A・W・Xのいずれかが対象となります。
＊住宅会社様向け契約商品は除く。
＊特典対象のお取り付け費用、お取り付けに必要な電気工事はお客様のご負担になります。

＊△：P・T・S・Fのいずれかが対象となります。
＊▲：D・T・N・Fのいずれかが対象となります。
＊住宅会社様向け契約商品は除く。
※「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。
※1 最適流量による当社比

オプション希望小売価格
¥8,000（税別）

オプション希望小売価格
¥8,000（税別）

サザナ プレミアムＨＧシリーズ
マンションリモデルバスルームＷＧシリーズ

サザナ ＨＳシリーズ
マンションリモデルバスルームＷＧシリーズ

おすすめオプションをプレゼント！

親水パワーの効果で
床のお掃除が
ラクラク簡単

面倒な水あか汚れも
ラクラクすっきり

汚れを弾いて
浴槽洗いラクラク

カウンター奥もサイドも
洗い残しなし

お風呂場の暖房はおまかせ

暖房換気扇
スイッチポンでラクラク運転。
「暖房」：入浴前モードで一気に浴室を暖めます。
「換気」：お風呂のジメジメ解消の手助けに。

従来の約半分も節水するかしこいシャワー

エアインクリックシャワー
スリットから空気を取り込み、量感たっぷりの
シャワーを実現。従来品と比べ、最大約48％※1

も節水します。

対象品番 対象品番

対象タイプ 対象タイプ
HGシリーズ
WGシリーズ

HGV○○○○U○X1○○
WGV○○○○○▲X1○○

A W
A W X

＜メタル調＞
HSシリーズ
WGシリーズ

D T NP
F

T S F

HSV○○○○U△X1○○
WGV○○○○○▲X1○○

＜ホワイト＞
WGシリーズ

＊特典対象の暖房換気扇は
　以下となります。
＜HGシリーズ1624・1620・1818サイズ＞
200V仕様
オプション希望小売価格 ¥75,000（税別）
＜HGシリーズその他のサイズ＞
100V仕様
オプション希望小売価格 ¥65,000（税別）
＜WGシリーズ＞
100V仕様
オプション希望小売価格 ¥82,500（税別）

暖房 換気

メタル調 ホワイト

※1

従来から
最大約
48%
節水※1

ショールームでお見積り
いただいたお客様限定!

システムバスルームサザナ・マンションリモデルバスルームWGシリーズご成約特典
特 典

1

おすすめ商品

特典1・2・3
対象期間 出荷期間： ～2017年6月30日（金）

受注期間： 2017年4月13日（木）～2017年5月31日（水）
お見積期間： 2017年4月13日（木）～2017年5月30日（火）

同時開催中! TOTO ショールームフェア特典

洗面化粧台　オクターブ／サクア

対象品番「LTEL600」※１
希望小売価格¥30,000（税別）

対象品番「LO171」※2         　希望小売価格¥27,000（税別）

詳しくは、ＴＯＴＯホームページをご確認ください。

※２ LO171は対象品番に含まれます。
＊対象品番の納期は約１週間かかります。
＊特典対象のお取り付け費用、お取り付けに必要な部材は、お客様のご負担になります。
＊住宅会社様向け契約商品は除く。

ワイドLED照明

奥ひろ収納
「奥ひろし」

エアインシャワー

洗面化粧台 オクターブ 洗面化粧台 サクア

除菌しながら、環境にもやさしいクリーン技術

「きれい除菌水」生成器
ボタンを押すと、水から
作られる「きれい除菌
水」がふきだし、歯ブラ
シや排水口の菌や汚れ
を分解。洗面所をいつも
気持ちよく使えます。

置く場所に困る体重計を、スマートにしまえる

体重計収納
デッドスペースだったけこみ部分を利用して、体
重計をスッキリ収納できます。

使用後に「きれい
除菌水」を排水口
にふきかけ、気に
なる汚れを抑制
します。

歯ブラシを水で
すすいだ後、「き
れい除菌水」をふ
きかけ、洗浄・除
菌。気持ちよく歯
磨きができます。

車輪が付いているのでスムーズに引き出
せ、体重が加わると固定されるのでその
まま乗れます。

※洗面化粧台設置後は取り付けできません。設置前に現地にてけこみ部分をカット
してから取り付けてください。

※体重計は含まれていません。

LDRC～
LDSRC～

LDSWB～
対象品番 対象品番

ハイバックガード

エアイン搭載で
節水に貢献

鏡まわり全体を
明るく照らす

水栓まわりを
フラットな形状に 奥の空間も活かして

しっかり収納

※「エアイン」はＴＯＴＯ株
式会社の登録商標です。

おすすめオプションをプレゼント!
洗面化粧台 オクターブ・サクアご成約特典！

※１ LTEL600は対象品番に含まれます。
＊対象品番の納期は約１週間かかります。
＊特典対象の「きれい除菌水」生成器は専用のAC100V
のコンセントが必要です。
　お取り付け費用、お取り付けに必要な部材は、お客
様のご負担になります。
＊住宅会社様向け契約商品は除く。

特 典

2

おすすめ商品

特典1・2・3
対象期間 出荷期間： ～2017年6月30日（金）

受注期間： 2017年4月13日（木）～2017年5月31日（水）
お見積期間： 2017年4月13日（木）～2017年5月30日（火）


