北欧フィンランド最古

のテキスタイルブランド

サポート用品フェアが開

「フィンレイソン」
の歩行

催されます。

フィンレイソンフェア開催
鶴屋

本館8階

お得!!

期間／ 9月9日（水）～
9月21日
（祝・月）
会場／本館8階

フィンレイソン商品購入
の先着10人に

時間／ 10:00 ～19:00

薬用アミノ酸シャンプー
サンプルセット

ハートフルショップ

※金・土は19:30まで

フィンレイソン リズム RWC 各3万800円
（税込）
サイズ：W46.5cm×H84～91.5cm×D52cm
質量：4.4kg／色：グリーン、
ブルー、
ブラック
（全3色）

プレゼント!

問合せ／

☎096（327）3714

９月12日（土）・13日
（日）TOTOショールームで開催

フィンレイソンリズム

ＲＷＣは、レインカバー

と買い物カゴ受け付きで

お買い物に便利。２ウェ

イキャスターで方向転換

も ス ム ー ズ で す。 ほ か、

9月21日（祝・月）は「敬老の日」。“いつもあり
がとう、元気でいてね”そんな想いを伝え、人
生の先輩を敬う「感謝の日」です。この気持ちを
あふれる笑顔と共に、香梅のお菓子でお祝いし
てみてはいかがですか？

人気の柄のシルバーカ

9月下旬まで販売中 数量限定品

ー、ステッキ、横押しカ

お菓子の香梅

ートが多数。敬老の日の

どら焼 白つぶしあん
１個１４１円
︵税込︶※日保ち ５日
特定原材料等／卵・小麦

特別にあつらえた独自

の銅板で、その日に最適

な温度で色よく、しっと

り、ふっくらと焼き上げ

た生地。上品な甘さの手

ぼう豆つぶしあんをはさ

んだどら焼は、思わず頬

ば り た く な る お い し さ。

数量限定、お早めに…。

分 ～午後６時 分）

30

問合せ／白山本店（午前

☎０９６
（３７１）
５０８１

９時
30

土曜日

ギフトやおでかけに。

2020年9月12日

敬老の日のお祝いに

＜3＞

R2.9.9 ～ 9.21まで

キッチン＆バスには人気オプションが付いてきます

TOTO「秋のリフォーム祭」工事費＆消費税込みの特別価格！

生産のため、ある程度納

一面鏡・ 枚扉 扉カラー ホワイト

戸建て・マンションの

2

●ピュアレストEX＋

アプリコットF1A

(きれい除菌水機能付き）
取替工事費込み

21.3万円（税込）
取替工事費込み

16.8万円（税込）
【リフォーム料金に含まれるもの】
トイレ（洗面化粧台）本体、取替工事、
処分費

●ネオレストRH1orAH1

ウォシュレット一体型便器
(きれい除菌水機能付き）

取替工事費込み

28万円（税込）

●ネオレストDH1 ウォシュレット
一体型便器(ノズルきれい機能付き）
取替工事費込み

23万円（税込）

取替工事費込み

12万円（税込）

●洗面化粧台
︵サクア︶

水回りをはじめ、増築や

各限定5台

めてあるから使いたい時

期が必要です。寒くなる

「価格には工事費や消

“こだわり”簡単リフォーム

●ピュアレストEX＋
ウォシュレットSB

にさっと取り出せ、作業

テムキッチン「ザ・クラ

前に工事を希望なら、商

水回りアイテムは受注

リフォームのベストシ

ッソ」も特価で登場、ご

品チェックは今です！

効率がアップしました。

ーズンといえば秋。創業

キッチンのリニューア

電話注文もＯＫ！

システムバスは

人気オプション

チンには次亜塩素

「三乾王」を、キッ

酸 が 含 ま れ る「 き

れい除菌水」の特

典付きです。

電話注文できる

簡単リフォームも

同 時 開 催（ 下 記 ）。

費税が別途のところもあ

10120・810・243

ォーム全般に対応。ＴＯ

～価格はすべて標準工事費・消費税込み～

るので、ご注意ください」 改築、外壁塗装などリフ

価格も安心！ 工事も安心！

ＴＯが推薦する「リモデ

2019年「TOTOコンテスト」で熊本県1位の最優秀賞を受賞

と社長。同社の価格はす

至東バイパス

ルプロショップ」にも加

● 生協
ローソン

地元企業です。

平成さくら通り

※来場時に手指消毒と、マスク着用をお願いします
※混雑を避けるため予約が優先となります

第二

P 駐車場

べて標準工事費＋消費税

● ●

盟している、信頼の厚い

サンリブシティ
くまなん

●

込み。見積もり提出後の

平成駅

会場／
TOTO
ショールーム

公園

時間／ 10:00 ～ 17:00
場所／ TOTO 熊本ショールーム
住所／中央区萩原町17-53

琴平通り

説明も丁寧なので、安心

（土）・13日
（日）
日程／ 9月12日

TSUTAYA●

平成大通り

TOTO「秋のリフォーム祭」

して工事に進めます。

床や壁パネル、排水口や鏡までもラク～に掃除ができる
戸建て用システムバス
「サザナ」 ※掲載写真はすべてイメージ

価格は標準工事費・消費税込み

【標準工事費に含まれるもの】
システムバスの場合／解体・撤去工事・給排
水配管工事・土木工事・組立工事・電気工事・仕上げ工事
（40万円相当）
※対象商品はすべて単品販売あり、カラー選択可能
※低金利のリフォームローンあり（180回まで）

トイレは機能や予

※バスまたはキッチン
成約に限る

算で選べる４タイ

以前に「たしろ住設」を利用したことがある場合

特別価格から→ 5％オフ

プからどうぞ。

特典

期待ください。

対象商品

●システムバス…戸建て用「サザナ」Sタイプ・1坪まで
マンション用「ＷＹシリーズ」Ｔタイプ1216
●システムキッチン…「ザ・クラッソ」
Ｉ型・扉オール引出し式
●トイレ…「ネオレスト」RH1タイプ
ウォシュレット一体型便器
●洗面化粧台…「サクア」一面鏡・2枚扉

（税込）

74

年、信頼と実績のたし

198万円

（税込）

70万円

ろ住設が「秋のリフォー

（バス+キッチン+トイレ+洗面台）

88万円

ルポイントは“収納”。大

戸建て用「サザナ」通常162万円→
マンション用「WY｣シリーズ
通常161万円→

「きれい除菌水」を標準装備

NEW! 「ザ・クラッソ」
9月発売 通常105万円→

容量の収納を手元にまと

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」を標準装備

③水回り4点セット

通常332万円→

（標準工事費＋消費税10％込み）

きれい
TOTOシステムキッチン
除菌水 （標準工事費＋消費税10％込み）
付き

ム祭」を開催。９月に発

98万円
②バス＋トイレ…………116万円
①キッチン＋トイレ……

TOTOシステムバス

新しくなったキッチンは、たっぷり
ラクラク収納でますます使いやすい！

標準工事費
& 消費税
10％込み

三乾王
付き

検索←

たしろ住設

売になったばかりのシス

TOTO「秋のリフォーム祭」セット価格

（株）たしろ住設

ＴＯＴＯなら「たしろ住設」
キッチンがこの秋リニューアル

ＴＯＴＯリモデルプロショップ

