
冬のお風呂も･･快適・安心のお風呂場を実現。
現在お使いのタイル浴室・システムバスに
設置可能です。

春・夏・秋・冬・・１年中大活躍！いつも快適!!
浴室暖房乾燥機

寒風でごわごわの洗濯物がふわふわ。
花粉も長雨も心配なし！一年中大活躍。

ガス衣類乾燥機

デラックス５㎏タイプ RDT-52SA

ﾒー ｶー 希望価格￥158,000
112,000円

フィルターが手前に
付いてお手入れ簡単！
消臭運転でニオイの
除去など機能充実。

専用台（高）DS-80HSF

ﾒー ｶー 希望価格￥25,900 18,500円

②脱衣室バスホット
RBH-W414T ﾒー ｶー 希望価格￥65,400

42,000円

①浴室バスホット ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ機能付

RBH-W414KP ﾒー ｶー 希望価格￥92,400

58,000円

③専用熱源機
RH-61W(A) ﾒー ｶー 希望価格￥97,900

61,000円

熱源機が不要の場合もございます。

2020年秋 創業55周年記念特価

お見積・ご相談はすべて無料です。お気軽に０１２０-５２０-０７２へ。＊午前８時～午後７時（期間内無休） リフォームショップ サン・ルナ/東邦液化ガス㈱ 神奈川県相模原市南区麻溝台3-2-10

お電話でのご注文・ご相談承ります。

広告有効期間：本日～11月30日（日）

ローン・各種補助金、お手続承ります。

広告掲載価格は消費税別表示です。

TOTO商品 期間限定
お見積りTHANK's

プレゼント

9月14日（月）～9月29日（火）
TOTOショールームにて、
このチラシご持参で、対象商品の
お見積をご依頼頂いたお客様に
もれなく
新米ギフト券 5、000円と
エコバックをもれなくプレゼント！

対象商品
ザ クラッソ・ミッテ・シンラ

サザナ・ネオレスト・レストパル

エスクア・オクターブ・WY

チラシに掲載のない商品も
承ります。お問合せください。

建設業許可

神奈川県知事許可 第83487号

一級建築士事務所 NOA

神奈川県知事登録 第12929号

ナビでお越しの際は
042-742-3201で
検索してください。
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お得な情報満載の
ホームページは
QRｺｰﾄﾞ又は検索
ください。

検索サンルナ

暖房換気扇
（抗菌・防カビ仕様）

肩楽湯・腰楽
湯

人間工学を応用した浴槽形状と気持ちのいい
肩楽湯・腰楽湯が標準装備で深いリラックス。
その他の機能もそろったシステムバスルーム。

〈戸建 シンラ〉
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥1,372,000

1,190,000円工事費込

〈マンション シンラ〉
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥1,447,000

1,200,000円工事費込
リンナイ 最新 ビルトインコンロ

お料理体験イベント

ＮＥＷ デリシアを使って
コンロの便利な使い方をお料理しな
がらわかりやすく、ご紹介します。
＊現在お使いのコンロのご質問も承ります。

1組5名様までの
完全ご予約制。安心して
ゆっくりご覧いただけます。
お気軽にご予約下さい。

10月1日（木）～24日（土）
午前10時～午後4時（各組60分程）
メニューはご予約時にお選び頂けます。

弊社ショールームで
ご覧いただけます。

取付工事費別途お見積致します。

スタンダード８㎏タイプ RDT-80

ﾒー ｶー 希望価格￥158,000
108,000円

スタンダード５㎏タイプRDT-54S-SV

ﾒー ｶー 希望価格￥128,000
88,000円

雨の日も、風の日も安心～

＊室内機１台+熱源機 標準工事費別途￥55,000
＊脱衣室は新設,追加により別途お見積致します。

③① ②

ウォシュレット

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄF1A TCF4713AKR
ﾒー ｶー 希望価格￥125,600 84,000円

立上ると
センサーが感知し
便器を自動洗浄。
壁付リモコン付

ｳｫｼｭﾚｯﾄSB TCF6622
ﾒｰｶｰ希望価格￥80,900 54,000円

本体の横で操作。
「ノズルきれい」を
新搭載。

本体の横で操作。
基本機能+省エネ。

ｳｫｼｭﾚｯﾄBV2 TCF2222E
ﾒｰｶｰ希望価格￥ｵｰﾌﾟﾝ 40,000円

33,000円
標準取付工事費別途￥8,000

水栓のお取替

浄水機能付きｼｬﾜー 水栓
TKS05308J
ﾒｰｶｰ希望価格￥52,800

31,000円

①台付シングル混合水栓 TKS05301J

ﾒｰｶｰ希望価格￥32,600 19,800円

18,000円
②壁付シングル混合水栓 TKS05311J

ﾒｰｶｰ希望価格￥29,700

③サーモスタットシャワー水栓 TBV03404J

ﾒｰｶｰ希望価格￥58,600

③
→

←
①
②
→

タンクレストイレ

ﾈｵﾚｽﾄ RHﾀｲﾌﾟ(ﾘﾓﾃﾞﾙ)
RH2W CES9878MR
ﾒｰｶｰ希望価格￥423,000

270,000円

室内暖房

146,000円

ウォシュレット一体型便器

ﾀﾝｸ式ﾄｲﾚ（ﾘﾓﾃﾞﾙ）
GG1-800CES9315M
ﾒー ｶー 希望価格￥256,200

手洗あり

組合せ便器

65,000円

ﾄｲﾚｾｯﾄ（ﾘﾓﾃﾞﾙ）
CS232BM+SH233BA
ﾒー ｶー 希望価格￥113,000

便座別売

手洗あり

ピュアレストQR

間口75㎝ スタンダード F3
LDSFA075 +LMFA075A3G
ﾒｰｶｰ希望価格￥364,000

220,000円
ｴｺﾐﾗｰ三面鏡 引出収納
ﾗｸﾗｸｽﾏｰﾄ水栓
（自動水栓）

Ｖシリーズ

間口60㎝

55,000円

LDPB060BAGEN1A
+LMPB060B1GDC1G
ﾒｰｶｰ希望価格￥123,900

間口60㎝

58,000円

M-H601GAEH
+BGAL60TNMKWN
ﾒｰｶｰ希望価格￥108,000

使い勝手で容量を
お選び頂けます。

一面鏡
ｼｬﾜｰ付ｼﾝｸﾞﾙ水栓

ｴｺﾐﾗｰ一面鏡
ｴｺｼﾝｸﾞﾙｼｬﾜｰ水栓

もっと広がる
WBｼﾘー ｽ゙
1216ｻｲｽ゙ Dﾀｲﾌ゚
ﾒｰｶｰ希望本体価格
￥978,000

5㎝ピッチで縦・横ｻｲｽﾞ対応で
ゆったりバスルームを可能に。
マンション用システムバスルーム。

工事費込

780,000円

「くつろぎ」「あたたか」「きれい」な
戸建用システムバスルーム。

1216ｻｲｽ゙
Sﾀｲﾌ゚
ﾒｰｶｰ希望本体価格
￥802,000

工事費込

700,000円＊写真の窓はｵﾌ゚ ｼｮﾝです。

I型 2550ｻｲｽ゙ 基本ﾌ゚ ﾗﾝ
扉ﾌ゚ ﾗｲｽ：ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ I（７色から選択）
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥695,900

使い勝手の良い引き出し収納プラン。
作業しやすく、天板やシンクなど
清掃性もアップ。

555,000円工事費込

ステンレスカウンター スペースアップシンク

I型 2550ｻｲｽ゙ 基本ﾌ゚ ﾗﾝ
扉ｸ゙ ﾚー ﾄ゙ ：シンシア（６色から選択）
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥634,800

「基本機能」が凝縮された、
清掃性・収納力の高いキッチン。
優しいテイストのデザインが人気。

530,000円工事費込

静音シンク ﾍﾞｰｼｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

キッチン・バスルームの、その他サイズ・機能などお気軽にお問合せください。

美しさに強さが加わった
「クリスタルカウンター」
「きれい除菌水」生成器など多彩な
機能を搭載したおすすめプラン。

920,000円工事費込

＊写真の小物、ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙはｵﾌﾟｼｮﾝです。
きれい除菌水生成器 すべり台シンク

1216ｻｲｽﾞ
Dﾀｲﾌﾟ

1216Jｻｲｽﾞ
Dﾀｲﾌﾟ

キッチン＆バスルーム
ｵﾌﾟｼｮﾝ ｸﾞﾚ ﾄー゙ｱｯﾌﾟ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
下記のTOTO対象商品を
11月30日迄ご成約でもれなくプレゼント。

サザナ・ﾘﾓﾃﾞﾙﾊﾞｽﾙｰﾑ〈インテリアバー〉
あると便利な浴槽横のインテリアバーを追加
ﾒー ｶー ｵﾌ゚ｼｮﾝ価格￥21,500

ザ・クラッソ〈タッチ仕様の水ほうき水栓〉
水の出し止めがワンタッチだから
清潔＆経済的
ﾒー ｶー ｵﾌ゚ｼｮﾝ価格￥24,000

シンラ〈浴室暖房乾燥機「三乾王」〉
暖房・衣類乾燥・換気・涼風
機能が充実。
ﾒー ｶー ｵﾌ゚ｼｮﾝ価格￥74,200

ｴｽｸｱ・ｵｸﾀー ﾌ〈゙自動水栓〉
「自動きれい除菌水」搭載した
自動水栓
ﾒー ｶー ｵﾌ゚ｼｮﾝ価格￥42,400・26,000

I型 2550ｻｲｽ゙ クリスタルプラン
扉ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ：1A/1B（５色から選択）
ﾒｰｶｰ希望本体価格￥1,035,000

標準取付工事費別途 洗面化粧台／トイレ￥25,000
ウォシュレット ￥ 8,000


