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【主催】
「大正15年創業」「地域密着」

ご来場特典 ご成約特典

エコクッキング実演

野菜
詰め放題
※お一組様一回
　限りとなります。

野菜
詰め放題
※数に限りがございます。
　無くなり次第終了となります。
※数に限りがございます。
　無くなり次第終了となります。

※お一組様一回
　限りとなります。

下関
〒751-0873 下関市秋根西町１-９-２
TEL：083-257-0751 FAX:083-257-0795
【駐車場完備】
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新下関駅

下関
ヨシノクラフト鍋を使った
IHヒーター料理実演

株式会社大庭工務店

快適!住まいの大相談会快適!住まいの大相談会快適!住まいの大相談会快適!住まいの大相談会
体感型ショールームで「最新の水まわり機器」を「見て」「触って」「体感」。体感型ショールームで「最新の水まわり機器」を「見て」「触って」「体感」。

株式会社大庭工務店株式会社大庭工務店

時間 10:00～16:00
4月4日（土曜日）

時間 10:00～16:00
4月4日（土曜日）

端正な佇まい。進化し続けるホーロー美。

ホーローシステムキッチン

端正な美しさをまとい、より一体感のあるキッチンへと進化した新生レミュー。
　　　　細部にまで意匠を凝らし作り込まれたホーローが、その美しさを際立たせます。

ホーローシステムキッチン

レミュー NEW

ホーロークリーン浴室パネル

耐 震 シ ス テ ム バ ス

プレミアムクラス
PREMIUM CLASS

ホーロークリーン浴室パネル

耐 震 シ ス テ ム バ ス

HIGH CLASS
ハイクラス

高い耐久性と機能性。安心と快適を標準装備。

耐震システムバス

NEW

※詳しくは、スタッフまでお問い合わせ下さい。

住宅リフォームを検討している皆様へ
＼緊 急 告 知／

省エネ住宅ポイント
がスタート今がチャンス!!

重要

カタログギフト

グルメカタログギフト＆
タカラオリジナル！
便利なマグネット小物1点

当日展示会に来られ、
3ヶ月以内にシステムキッチン、
システムバスを
ご成約・納品頂けるお客様

グルメカタログギフト＆
タカラオリジナル！
便利なマグネット小物1点

当日展示会に来られ、
3ヶ月以内にシステムキッチン、
システムバスを
ご成約・納品頂けるお客様



省エネ住宅ポイント省エネ住宅ポイント省エネ住宅ポイント省エネ住宅ポイント
を使ってタカラ商品でリフォームしませんか？

【必須】 窓の断熱改修・・・内窓設置（2重サッシ化）・外窓交換・ガラス交換（複層ガラス化）
【必須】 外壁、屋根、天井、床の断熱改修
【必須】 省エネ住宅設備の設置（下記の中から3つ以上の省エネ住宅設備機器の採用でも、ポイントを獲得できます。）

・ バリアフリー改修
・ 耐震改修・リフォーム ・ 瑕疵保険加入

・節水型トイレへの取替え　・高断熱浴槽への取替え　・節湯水栓への取替え
・高効率給湯器への取替え　・太陽熱利用システムの設置

（段差改修・廊下等の拡張・出入口幅の拡張・手すりの設置）
上記必須項目のうちいずれかと合わせて実施するとポイントを獲得できます。

＋

※上記期間に工事に着手したものが対象となります。但し、予算成立日以降（平成27年2月上旬）に工事完了するもの。

工事対象
期間
平成26年12月27日（閣議決定日）～平成28年3月31日

今ならお得!!

ロッシュパールブルーグリーン

ドラマチックホワイトマロンブラウン グレーベージュ ウォルナットホワイト シルエットリーフ

ビンテージグレー ビンテージブラウン ヘアラインアイボリー ヘアラインブラック

新色 新色 新色 新色 新色

ファミーユ

すみずみまで高品位ホーロー。
底板もホーローだから、洗剤が
こぼれても染み込みません。

まるごとホーローキャビネット

上質な洗面空間にスタイリッシュ3面鏡。
間口いっぱいに光るワイドでスリムなLED仕様の3面鏡が新登場。
ほかにもフルミラーデザインなどを採用した、デザイン性の高い3面鏡です。

■ フロントスリム

は
ここが違う!!

汚れやすい全面フチを、
お手入れカンタンな超薄型に。
フチ上の飛び散り汚れがつきにくく、つまんで
サッとふき取れる従来にない大胆な薄型形状。

尿も染み込まず、汚れが取れやすい。
だから、ニオイも残らない。

ホーロークリーン
トイレパネルなら、

壁面を
ガード！

壁面にニオイが染み込まず、
汚れてもサッとひと拭き。

床を
ガード！

飛び散り・垂れ汚れから床を
守り、シミや変色を防ぎます。

新発売
最 高から究 極 へ

端正な美しさをまとい、より一体感のあるキッチンへと
進化した新生レミュー。細部にまで意匠を凝らし作り込まれた
ホーローが、その美しさを際立たせます。

■ ホーロークリーンキッチンパネルに新色登場

■ 扉カラーバリエーション 全15色に拡大 

浴室パネル新色登場!!

3層のスペースで、
「洗う」＋「調理する」＋「片付ける」を効率化。

ユーティリティーシンク 新しくなった収納スペース

天然水晶の美しい輝きを持つ、クォーツストーン。天然石の素材感は
そのままに、高めた耐久性が汚れから美しさを守ります。

個性豊かな輝きと美しさを持つ、
高級人造石クォーツストーン。

柄を直接吹き付け焼き上げる
ダイレクトクリア製法で実現した、高精細な表現。

ウォルナットグレージュ ブリックダーク

2層に使える引出しで、
小物がさらに使いやすく、収納は増量。

■ クオーツストーンに新色登場

カシューブラウン ジュエルシルバー

雰囲気の異なる2つのカラーが新登場。

ポイント獲得
24,000

浴室 トイレ 高効率給湯器窓の断熱改修
※1,200㎜×900㎜のサッシとして計算

ポイント8,000

手すり新設
※本数によらず1カ所以上設置で対象。

（バリアフリー化）

ポイント6,000

入口段差解消 ポイント6,000

節湯水栓への取替え ポイント3,000

出入口幅の拡張 ポイント30,000

高断熱浴槽 ポイント24,000

ポイント獲得合計77,000

約68％
節水

年間使用水量
75,920L
約20,100円

従来品
13L

U
F

大4.8L／小4.0L

年間使用水量
24,528L
約6,500円

1年でバスタブ
約210杯分相当を節水!!

ポイント獲得24,000

業界トップクラスの超節水仕様

の商品 の商品

● エコキュート（電気給湯機）
● エコジョーズ（ガス給湯器）
● エコフィール（石油給湯器）

● エコキュート（電気給湯機）
● エコジョーズ（ガス給湯器）
● エコフィール（石油給湯器）

の商品

ポイント獲得
3,000

節湯水栓
の商品

天井に
保温材

浴槽に
保温材

風呂フタ
に保温材

洗い場に
保温材

壁に
保温材

システムバス全体を
保温材で包んでいます。 ホーロークリーン

浴室パネル

お手入れカンタン!!

地震に強い
震度6強相当にも負けない耐震性

フレーム構造
「面」で受ける安定架台

ぴったり収まるその理由は、
2.5㎝刻みで対応する豊富な
1,400種類のサイズバリエーション!!

どんな浴室にもぴったり収まる
デッドスペースを解消!広い浴室空間を確保できます。

ぴったり収まるその理由は、
2.5㎝刻みで対応する豊富な
1,400種類のサイズバリエーション!!

どんな浴室にもぴったり収まる
デッドスペースを解消!広い浴室空間を確保できます。


