ぜひ、お近くのTOTOショールームにご来館ください。
札幌ショールーム
〶060-0033

札幌市中央区北3条東4-1-10
営業時間 10:00〜17:00
休 館 日 毎週水曜日、
夏期休暇、
年末年始
（ただし、
祝日の水曜日は開館）

函館ショールーム
〶041-0801

函館市桔梗町418-99
営業時間 10:00〜17:00
休 館 日 毎週水曜日、
夏期休暇、
年末年始
（ただし、
祝日の水曜日は開館）

釧路ショールーム

TOTO

北海道支社限定

※他のキャンペーンとの併用はできません。

旭川ショールーム
〶078-8234

旭川市豊岡4条5-8
営業時間 10:00〜17:00
休 館 日 毎週水曜日、夏期休暇、年末年始
（ただし、祝日の水曜日は開館）

2018年

フェア開催期間

2018年6月1日（金）〜2018年11月30日（金）
一部特典は10月30日受注分までとなります。

新商品ショールームフェア

帯広ショールーム
〶080-2472

帯広市西22条南3-6-5
営業時間 10:00〜17:00
休 館 日 毎週水・木曜日、夏期休暇、年末年始
（ただし、祝日の水・木曜日は開館）

〈工事・商品ご購入等についてのお問い合わせ〉

〶084-0910

釧路市昭和中央5-1-6
営業時間 10:00〜17:00
休 館 日 毎週火･水･木曜日、
夏期休暇、
年末年始、
ゴールデンウイーク

特典が盛りだくさん！

TOTO 新商品フェア

2018年新商品ショールームフェアの情報はこちら http://su.toto.com/l0872

2 0 18 年 8 月 発 売 新 商 品
リラックス、リフレッシュ

新しくなったオクター

を追及した新機能が満載。

ブは
「自動水栓」
や
「き

からだを やさしく包 み込

れい除菌水」
など、
機

む「ファーストクラス浴槽」

能を選べる
「ラクラク

とたっぷりのお 湯で肩と

スマート水栓」
で水ま

腰を心地よく刺激する「楽

わりをこれまでになく

湯」で心もからだもリラッ

快適にしてくれます。

ショールームにて対象商品をお見積りいただいたお客様限定

対象商品をご成約でグレードアップオプションを
2018年6月1日
〜10月30日
（火）
プレゼント！

特典

2

お見積対象期間

（金）

＊条件あり

新商品をご成約で！

クスするバスルームです。

システムバス

対象
商品

シンラ

D／Cタイプ

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）にグレードアップ!

おすすめ商品をご成約で！
システムバス
対象
サザナHG／HSシリーズ（Nタイプ除く）
商品 マンションリモデルバスルームWGシリーズ（全タイプ）

エアインクリックシャワー

にグレードアップ!

従来のシャワーから最大約48% ※2も節水するかしこいシャワー。
水に空気を含ませることで、節水とたっぷりな量感を両立しました。

快適さと美しさをひとつに

「きれい除菌水」仕上げの床ワ
イパー洗 浄は汚れの原因菌に
直接アタック。カビやピンク汚
れ の 発 生を 抑えて 、床 まわり
のきれいが長持ちします。

先進機能でもっと快適、ずっとキレイ

エアインクリック
シャワー（メタル調）
にグレードアップ!

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
¥60,000（税別）

多彩なインテリア空間
と調和するこだわりの
パーツを品揃え。一人ひ
とりの暮らし方やトレン

システムバス

対象
商品

ドに応える自分スタイ
ルにぴったりの洗面化
粧台です。

「サザナHG／HSシリーズ」
※Nタイプ除く
「マンションリモデル
バスルームWGシリーズ」
A／W／X／Fタイプ

シンラ Ｇ／Ｒ／Ｂタイプ

三乾王※１

にグレードアップ!

エアインクリック
シャワー（ホワイト）

スイッチポンでラクラク運転。
暖 房 、衣 類 乾 燥 、換 気 、涼 風 。
１台４役のスグレものです。

にグレードアップ!

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
￥71,000（税別）

選んでつくる、
自分スタイルの洗面化粧台

ザ･クラッソにスリムな奥 行きで、収 納量とデザ
イン性を兼ね備えたレイアウトが登場。専用カウ
ンターで作業スペースを隠し、リビングから見て

新レイアウト登場
「スリム対面・収納充実型」

も美しいキッチンに。

特典

1

対象
商品

ショールームにて対象商品をお見積もりいただくと

素敵な特典を
プレゼント！

※１ 特典三乾王仕様：
ヒカルリモコン（メタル調）なし
＜1216〜1616サイズ＞
100V 一室換気仕様
＜1620〜1624サイズ＞
200V 一室換気仕様

（日）
第１弾 2018年6月1日（金）〜9月30日

暖房

対象
商品

乾燥

換気

涼風

洗面化粧台

オクターブ（F3またはF2水栓に限る）

ラクラクスマート水栓

F４

にグレードアップ！

「マンションリモデル
バスルームWGシリーズ」
D／T／Nタイプ

※2 最適流量による当社比。詳細は「サザナ」カタログをご覧ください。

対象
商品

洗面化粧台

エスクアLS

「きれい除菌水」生成器

にグレードアップ！

10月からプレゼント内容が変わります。
お楽しみに！

システムバス

洗面化粧台

キッチン

トイレ

シンラ

オクターブ（水栓：F２以上）
ドレーナ、エスクア、エスクアLS

ザ・クラッソ

ネオレスト

写真やはがきが
スッキリ収まる
B6サイズ
（200mm×164mm）

細かい雑貨を
まとめるのに便利な
A7サイズ
（130mm×114mm）

３つの自動機能（吐水、手元照
明、
「 きれい除 菌 水」）搭 載 で、
洗 面 所 で の 動 作 が もっと ス
ムーズになる水栓です。
オプション希望小売価格
¥25,000（税別）
※3

TOTOオリジナル
ジッパーバッグ プレゼント！
小物の整理に便利な
２サイズのジッパーバッグ。
TOTO商品のイラストがかわいい
オリジナルデザインです。

ご注意事項
●シンラ、オクターブは2018年8月発売品番に限ります。●プレゼントは予告なしに変更になる場合があります。●特典は一現場につき1回限りの進呈とさせていただきます。

ボタンを押して、
「 きれい除菌
水 」を ふき か け 、歯 ブラ シ や
排 水口の 汚 れ・菌をおさえる
TOTOだけの清潔機能です。
オプション希望小売価格
※4
¥40,000（税別）

※3 寒冷地仕様F3からの
グレードアップの場合は
￥27,000（税別）

対象
条件

＊以下の条件を満たす場合に限ります。

2018年7月 2 日（月）〜2018年10月30日（火）当社受注
2018年8月 1 日（水）〜2018年11月30日（金）当社出荷

※4 寒冷地仕様の
グレードアップの場合は
￥42,000
（税別）

対象
条件

＊以下の条件を満たす場合に限ります。

2018年6月 1 日（金）〜2018年10月30日（火）当社受注
〜2018年11月30日（金）
当社出荷

ご注意事項
●シンラ、オクターブは2018年8月発売品番に限ります。 ●「きれい除菌水」についての詳細はTOTOホームページ＜TOTOはいつもずっときれい＞をご確認ください。 ●住
宅会社様向け契約商品は対象外となります。 ●特典は一現場につき各商品毎で1回限りの進呈とさせていただきます。 ●特典のお取付け費用・お取付けに必要な部材はお客
様のご負担となります。必要部材などの詳細につきましてはお見積もりや商品図面にてご確認いただき、工事店様とお打ち合わせいただきますようお願いいたします。

