
■掲載価格は、キャンペーン仕様での価格です。仕様変更・オプション追加の場合は、
別途差額が必要となります。各商品のキャンペーン仕様については、担当のリ
フォームコンサルタントまでお問い合わせください。
■システムキッチン及び浴室は、本体価格に組立施工費が含まれております。洗面台
およびトイレは、本体のみの価格です。リフォームにかかる建築工事費・内装工事
費・諸経費等は別途必要となります。
■商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
印刷物と実物とは色味が異なる場合があります。
※商品画像は全てイメージです。実物と異なる場合がございます。

コロナウイルス
感染予防対策の取り組み

アルコール
消毒液を設置

スタッフ全員
マスクを着用

体調管理を
徹底

使い捨ての
手袋をご用意

TOTO宇都宮ショールーム

64
ヤマダ電機

今泉小

ほっともっと

ユニクロ

マツモトキヨシ

宇農前通り

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

元今泉町

TOTO宇都宮
ショールーム
321-0954 栃木県宇都宮市元今泉2-22-22

お 見 積 特 典

特別価格販売
詳しくは中面をご覧ください!

■期間：2022年５月28日（土）～2022年9月30日（金）
■利用条件：本キャンペーンチラシ掲載の商材のいずれかを含むリフォーム工事を行い、かつ2022年９
月30日（金）までに工事が完了することが条件となります。（法人契約や同業他社の方のご契約は対象
外です。）
■お申込みいただいた後、現地調査をさせて頂き、お住まいの状況によっては、お断りさせていただく場
合があります。
■トヨタウッドユーホーム㈱、トヨタホームが実施する他のキャンペーン特典との併用はできません。
■各商品の保証期間は、各メーカーの保証基準に準じます。

10：00・13：00・15：00
会場／TOTO宇都宮ショールーム
　　　TOTO高崎ショールーム

①電話で予約の場合
お客さまの担当スタッフまでご連絡ください。

②Webでご予約の場合

ご予約方法

完全
予約制
個別見学

エコで
快適

ご 成 約 特 典
キッチン：ザクラッソ、バス：シンラのいずれかをお見積の方

素敵なプレゼントを進呈!
500円分のデジタルギフトプレゼント

トヨタウッドユーホームのHPに
専用イベントページがございます。
左記QRコードよりご予約ください。
または「トヨタウッドユーホーム」で検索ください。
ご予約が埋まってしまった場合には
ご相談させていただきます。

宇都宮会場 TEL.028-622-5222
高 崎 会 場 TEL.027-370-8810

リフォーム相談会

●問屋町交番

●ハイノート
●上毛新聞

●ファミリーマート

●デニーズ

高崎環状線

●ドン・キホーテ

至前橋

至市街地

上
越
新
幹
線

上
越
線

高崎オート●

ばりきや●

問屋町入口

高
崎
問
屋
町

児童公園入口

緑町
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TOTO高崎ショールーム

トヨタホーム
北関東カンパニー
群馬営業所
●

TOTO高崎
ショールーム
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町2-3-1

20 631 227*25マップコードマップコード 39 513 357

国土交通省「こどもみらい住宅支援事業」

「こどもみらい住宅支援事業」のご案内

30万円補助※1

リフォームで最大

100万円補助
新築で最大

対象：全ての世帯 対象：子育て世帯、若者夫婦世帯※2 5/28（土） 29（日）
2022

～
※1：リフォームは、令和4年10月31日までに工事完了が必要となります。
※2：子育て世帯：申請時点において、18歳未満の子（年齢は令和3年4月1日時点。すなわち平成15（2003）年4月2日以降出生）を有する世帯。
※2：若者夫婦世帯：申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下（年齢は令和3年4月1日時点。すなわち昭和56（1981）年4月2日以降出生）の世帯。
※3：申請は、着工前に事業者登録された事業者（工事施工者や販売事業者）が行い、消費者の方は事業者から補助金の還元を受ける事になります。

※4：TOTOの一部製品が、リフォームにおいて、直接の補助金対象となります。
※本制度の内容は、変更の可能性もあります。最新の情報は国土交通省ホームページにてご確認ください。

「こどもみらい住宅支援事業」とは
子育て支援および2050年カーボンニュートラル実現の観点から、
新しく創設された事業です。子育て世帯・若者夫婦世帯による高
い省エネ性能を有する住宅の新築や、世帯問わず省エネリフォー
ム等※4を行う場合、所定の補助金額が交付されます。

補助金申請
手続きは

登録事業者が
行います。※3

※ショールームにてシリアルコードをお渡ししますのでスマホでお申し込みください。 ※プレゼントは１家族様一回限りとさせていただきます。

低金利のリフォームローンをおすすめします！

■2022年4月1日時点の条件です。　
■弊社提携の株式会社ジャックスの事例です。　
■ご利用金額は20万円以上、2,000万円までです。
■支払い回数は6回から240回までです。
■ボーナス併用可能です。
■金融機関の審査があります。審査結果によっては
　ご希望に添いかねる場合もあります。
■団体信用生命保険の加入については、保険会社の審査があります。
　審査結果によってはご希望に添いかねる場合もあります。

Q.　子供の教育費がかかるので、学校卒業後にリフォームした方がいいですか？

A.　そんなことはありません！　リフォームは教育や自動車のローンより金利が低いので、ローンを利用される方が

　　多いです。　リフォームローンは諸費用不要、繰り上げ返済の手数料も不要なので余計な費用がかかりません。
　　手続きも簡単です。　さらに、団体信用生命保険に加入しますので、万一の場合でも安心です。 

＜例＞200万円のリフォームをした場合の支払い額

項 目

60回（5年）払い

120回（10年）払い

180回（15年）払い

月々支払額

34,300円（初回37,900円）

17,900円（初回22,700円）

12,300円（初回29,700円）

金 利

1.20%

1.48%

1.48%

トヨタウッドユーホーム、トヨタホーム×TOTO
リフォーム相談会キャンペーン概要

【掲載価格・商品について】

※施工エリア外のリフォーム工事は承れない場合もございます。 ※個人情報の取り扱いについて／個人情報保護法に基づき、いただきましたお客さま情報はトヨタウッドユーホーム株式会社にて厳重に管理し、お客さま
とのお取引上の責任を果たすこと、商品・サービスなどのご案内に活用させていただく他は、第三者提供または貸出しは一切行いません。

当キャンペーンのお問い合わせは、下記の連絡先またはカスタマーセンターまでどうぞ。

028-643-5146 028-622-5222 028-622-5222 027-370-8810

栃木県・茨城県・埼玉県エリア 群馬県エリア

リフォーム営業部

ライフサービスG
リフォーム営業部

リフォーム営業G
オーナーサポート部

リニューアル推進室
リフォーム営業部

リフォーム営業G

建設業／国土交通大臣許可（特-2）第15069号　宅地建物取引業／国土交通大臣（7）第5168号
（公社）栃木県宅地建物取引業協会会員　（公社）全国宅地建物取引業協会保証協会会員
（一社）日本ツーバイフォー建築協会会員　（一社）栃木県住宅協会会員　（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

トヨタウッドユーホーム株式会社 本社／〒320-8541 栃木県宇都宮市一ノ沢町256-7　TEL.028-622-5222(代)
 営業時間／8：30～17：30　定休日／火・水曜日 24時間・365日受付 《フリーダイヤル》

0120-115-109
トヨタウッドユーホーム 検 索 https://www.toyota-woodyou.co.jp

トヨタウッドユーホーム株式会社
「カスタマーセンター」



汚物の付着
しやすいエリア

セカンドライフを快適に過ごす住まい

特別価格でご提供! 対象期間：2022年5月28日（土）～9月30日（金）

「洗面室を広くしたい。」という思いからスタートしたリフォーム。
洗面室を広くするには、トイレやキッチンの位置も変更が必要…。
設備も新しいものに交換したいし、収納も少ない…ということもあり、
ご主人様の定年を機に築31年の住まいのリフォームを決意。

トイレやキッチンを移動することで、ゆとりの洗面脱衣室を実現。
メイクスペースとしても利用できるよう洗面化粧台は、1200mm幅
を採用。
移動したキッチンスペースは、開放的なセミオープンのキッチンと
パントリースペースを新たに設け、ストック品などもすっきり収納。
和室だったスペースをウォークインクローゼット付のリビングにし、
隣接するDKと引戸を開ければ一体で使える大空間のLDKを実現。

そして、ディズニー好きのN様。
大好きなディズニーの壁紙は、一見ディズニーと分からないデザイン
なので、隠れミッキーを探すような遊び心あふれるインテリアです。
リビングのコーニス照明部分にはピクチャーレールを取付、ディズ
ニーのパズルをライトアップ。
大好きなものに囲まれた、住み心地のよい住まいになりました。

Owner’s Voice
オーナーズボイス

リフォーム実例

【トヨタウッドユーホーム、トヨタホーム×TOTO　リフォーム相談会キャンペーン概要】　■期間：2022年５月28日～9月30日　■利用条件：本キャンペーンチラシ掲載の商材を含むリフォーム工事を行い、かつ2022年９月30日までに工事完了することが条件となります。（法人契約や、同業他社の方は対象外です。）　■トヨタウッドユーホーム㈱が実施する他のキャンペーン特典との併用はできません。
■各商品の保証期間は、各メーカーの保証に準じます。　■お申込みいただいた後、現地調査をさせて頂き、お住まいの状況によっては、お断りさせていただく場合があります。　■掲載商品の仕様は担当スタッフにご確認ください。

家族みんなゆったりのんびりシステムバス
美容と癒しの時を過ごすリラックスルーム。

気持ち、まいにち、きらめくキッチン。
料理の場に求められる条件を余すことなく満たした上質キッチン。

SYSTEM KITCHEN UNIT BATH

透明感と明るさのあるカウンタートップ
すりガラスのような仕上げで、なめ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。

暖房換気扇
※乾燥機能はございません。

シロアリ対策工事内窓（2窓）断熱玄関ドア

最新のエコキュート・
ガス給湯器に買い替え!

［エコキュート・ガス給湯器交換工事　概要］
■商品の画像はイメージです。 ■商品改良のため仕様は予告なく変更するこ
とがあります。 ■商品の仕様は担当スタッフにお問合せください。 ■建物の状
態によっては別途費用が発生する場合があります。 ■メーカーの都合により納
期が遅れる場合がございます。 ■現地調査をさせていただき、お住まいの状
況によっては対応できない場合があります。 ■2022年9月30日（金）までのお申
込み、2022年12月20日（火）までの工事完了が条件となります。

■標準工事費込み価格です。 ■商品の画像はイメージです。 ■商品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。 
■掲載している玄関ドアは寒冷地対応ではありません。 ■メーカーの都合により納期が遅れる場合がございます。

■標準工事費込み価格です。 ■商品の画像はイメージです。 ■商品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。 
■メーカーの都合により納期が遅れる場合がございます。

※IHヒーター
　納期2ヵ月程度ザ・クラッソ w2550+食洗器

定価1,264,600円
のところ 880,000円税

込

シンラ 1616-Dタイプ
定価1,569,500円
のところ 1,027,000円税

込

オクターブ 【F2】w900+3面鏡
定価344,200円のところ

164,000円税
込

※納期2ヵ月程度ネオレスト RH1
メーカー希望小売価格
375,000円のところ 279,000円税

込

きれい除菌水
きれい除菌水

化粧台(間口900・片引扉) 
ベーシックLED照明 三面鏡(エコミラーあり)

ガス給湯器

パナソニック製
HE-NS46KQS

460ℓ

4～7人家族

フルオート

施工目安：1日～

ノーリツ製
GT-C2462ARX-2 BL
24号エコジョーズ

屋外据置型

エコキュート
買い替えパック

普段のお手入れはサッとふくだけ
お掃除しやすさに徹底的にこだ
わったフィルターのないレンジ
フード。
整流板をサッとひとふき、汚れが
たまったオイルパックもふき取る
だけでお手入れラクラク。

体をやさしく包み込む心地よさ
ファーストクラス浴槽

コーナーの排水口に向かって水
がスイスイ流れます。

スクエアすべり台シンク

（D・Cタイプの方）

きれい除菌水

１日の終りにスイッチひとつで床
まわりのきれいが続く

床ワイパー洗浄
（きれい除菌水）

便器表面に水の膜
を作って、汚れを付
きにくくします。

プレミスト

渦を巻くような水流
が、汚れやすいエリ
アをしっかり洗浄。

トルネード洗浄

ひろびろ設計のす
べり台ボウル 水
がコーナーの排
水口へまっしぐら
に 流れる設計。

すべり台
ボウル

きれい除菌水で、 「歯ブラシきれい」で 衛生的
に ! また「排水口きれい」で お掃除ラクラク!

ラクラク スマート水栓
※きれい除菌水 (F2タイプ )

（Dタイプの方）

きれい除菌水

水ほうき水栓LF+
きれい除菌水の先端が
タッチスイッチに

先端のタッチスイッチと幅広
シャワーが洗い物をスムーズに。

ゼロフィルターフードeco
（フード色前幕板）：シルバー

薄さ 35mm のスリムな外観だけ
でなく、細部のデザインにまでこ
だわり、お手入れのしやすさを追
求しました。

きれい除菌水

「肩楽湯・腰楽湯」機能が標準仕
様 ! たっぷりの湯量で肩・腰を心
地よく刺激し 身体をリラックス。
極上のリラクゼーションを お楽し
みください。

楽湯

柔らかなフォルムで
空間のアクセントと
なるラウンドタイプ

先進の自動機能を搭載し、一連の
動作がスムーズに行えるように様々
な機能をスマートな直線形状の水
栓に集約しました。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

TOILET DRESSING ROOM

①使用薬剤：人体や動物に高い安全性を発揮し環境に優し
く、臭いの少ない超低臭性シロアリ防除剤を使用します。
　シックハウス指定物質は含まれていません。
　（社）日本しろあり対策協会認定薬剤を使用。
②施工内容：（社）日本しろあり対策協会のシロアリ防除
　施工標準仕様書に基づいた工事です。
③保証内容：５年間の保証付。（最高額300万円）

３つの安心

シロアリ
無償点検
実施中1階

18坪の場合

5年
保証

128,700円税
込

540,000円税
込

290,000円税
込

すっきり風通しリフォーム
爽やかな風を室内に採り入れて、玄関に
こもりがちなニオイやジメジメ、夏の暑
さをすっきり解消。
ドアのカギを閉めたまま、採風できるの
で、防犯上も安心です。

リシェント 親子ドアM83型
断熱K4仕様 タッチキー付き

529,000円税
込

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

樹脂製内窓 新しい空気層

今ある窓インプラス

樹脂の熱伝導率は
アルミに比べて約
1/1000。
外気の温度に左右
されにくく、断熱効
果、防露効果を発揮
します。

インプラスを取り付
けることで、既存の
窓との間に空気層が
生まれます。
これが壁の役割とな
り、断熱効果や防音
効果を生み出しま
す。

今ある窓にプラスするだけ

インプラス 掃出し窓＋腰窓
1610×2005,1610×1105

159,000円税
込

シロアリの食害を防ぎ、
安心して住み続けられます。

〈施工費込〉

〈施工費込〉

工事費が別途
必要となります。

工事費が別途
必要となります。

工事費が別途
必要となります。

工事費が別途
必要となります。

工事費が別途必要となります。


