
※メはメーカーの製品価格で工事代金等は含まれておりません。※表示価格は目安です。お住まいの状況により異なる場合があります。※写真・イラストはイメージです。表示金額はすべて税込です。

まな板・包丁をいつでも清潔にふきんの黄ばみにも

まな板・包丁きれい

ふきんきれい

まな板・包丁の汚れを落とし、仕上げに｢きれい除菌水｣をふき
かければ、除菌ができます。ふきんは水洗い後の仕上げにふき
かけることで、においや黄ばみを抑えられます。

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりに
くいデザインに。掃除のしにくかったカウ
ンターの奥や側面、カウンター下の壁際
まで手が届き、お掃除が簡単です。

ぐるりと一周手が届く
まるで浮島のようなデザイン

トルネード洗浄

汚れが付着しやすい便器後方
に勢いよく水が当たる新機構の
トルネード洗浄。汚れをしっかり
洗い流します。

いつでもきれい

便器が床から離れていて、コー
ド類も隠れているので、ラクに
お掃除ができます。

深さが増して、手洗いしやすく
水はねしにくい手洗いボウルに
なりました。

用途にあわせて動かせる
エアインスウィング水栓

奥までしっかり収納できる

奥ひろ収納「奥ひろし」

使いやすさを高める
洗面ボウルと水栓

空間にぴったり納まる

デザイン、収納、最新機能と魅力あふれるキッチンで、
新築にもリフォームにもしっかりとお応えします。

ただ、汚れに強いだけではない。
ただ、お掃除がしやすいだけではない。

壁掛けトイレでかなえる
私らしい暮らし。

フチなし機能と汚れに強いセフィオンテクト
付きのTOTO大人気組み合わせ便器。

掃除のしやすさ・収納の便利さなど、おふろを使う人、
お手入れする人、みんなにとっての幸せを追求したバスルーム。

家事も、身支度も、楽しくはかどる使いやすさを。 家具のように木目調で統一したカウンター、扉や鏡。
すべて同色でトータルコーディネートでいます。

TOTO クラッソ
I型2550　IH、食洗器付

TOTO サクア TOTOドレーナ

TOTO ネオレスト RH1

W750　三面鏡 W750　一面鏡

TOTO FD TOTO ピュアレストQR
タンク手洗付

TOTO サザナ
1616　HT-Sタイプ

15周年
特別価格

15周年
特別価格
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1,298,000円（税込）○1,439,460円メ

＋諸費用＋標準工事費商品代

342,100円（税込）
○400,400円メ ＋諸費用＋標準工事費商品代

311,300円（税込）
○349,800円メ ＋諸費用＋標準工事費商品代

15周年
特別価格

15周年
特別価格

15周年
特別価格 206,800円（税込）

○232,320円メ ＋諸費用＋標準工事費商品代

965,800円（税込）○1,329,680円メ

＋諸費用＋標準工事費商品代

210,100円（税込）○315,480円メ

＋諸費用＋標準工事費商品代 254,100円（税込）○335,170円メ

＋諸費用＋標準工事費商品代
15周年
特別価格

15周年
特別価格

10万円（税込）以上のお見積もりの方に10万円（税込）以上のお見積もりの方に見積特典!見積特典!

プレゼント!プレゼント!3,0003,000 商品券商品券円分の円分の をを

6月末までの契約分が対象となります。

期 間

オープニングフェア!!
TOTO 新ショールームTOTO 新ショールーム

15周年企画
15周年企画

汚物の付着
しやすいエリア

手洗いしやすい
ボウル

ショールーム

今なら!

三乾王／暖房換気扇

浴室暖房乾燥機を
無料設置!



受取可能サイズ
H350×D220×W400㎜、15㎏まで

コンパクトタイプ

スタンダードタイプ
受取可能サイズ

H500×D290×W400㎜、20㎏まで

電動ドアオープナー

コントローラー

専用のDCモーターを採用し、高い静音
性&パワフルな動作を実現。

電動サムターンと双方
向通信しながら電動ド
アオープナーを制御。

ドアの状態をセンシン
グして確実にカギを施
錠・解錠。

電動サムターン

自宅の玄関ドアやカギはそのままに、
後付けできる1dayバリアフリーリフォームです。
リフォーム工事は1日で完了し、
取付けたその日から使用できます。
設置はLIXILの専門店スタッフにおまかせください。

※当社独自のワイヤレスシステムによって玄関ドアやカギはそのまま使える
　後付け工法を実現しました。（特許出願済み）

詳しくはこちらから
動画をご覧ください。

コンセントの増設 サムターンの交換 ドアクローザーの交換

1dayバリアフリーリフォームで、
取り付けたその日から使える

誰でも使いやすい
ダイヤル錠

印鑑の庫内セット
※印鑑は市販品を
　お求めください。

小

中

大
快適な住まいを実現する 4つのメリット

室内にちょうどよい明るさを

光
高い採風性で

自然の風を採り込む

風
夏はさえぎり、冬は取得で
心地よく快適に

熱
家族のプライバシーも
しっかり守る

視 線

車イスご利用の方に便利!
非接触で感染感染症にも対応。

2ロック

1ロック

※下地の有無で取付け出来ない場合もあります。※現在、電源がない場合は、別途工事が必要となります。

LIXILナビッシュ
乾電池式、止水栓共

乾電池式で電気工事不要！初回単1乾電池2本付き
整流・スポット微細シャワー切替付
乾電池式で電気工事不要！初回単1乾電池2本付き
整流・スポット微細シャワー切替付

浄水吐水もラクラク
「浄水専用」先端タッチレススイッチ
浄水吐水もラクラク
「浄水専用」先端タッチレススイッチ

※写真はナビッシュハンズフリーA9タイプです。※写真はナビッシュハンズフリーA9タイプです。触らないからキレイ！

LIXIL 宅配ボックス

ポール仕様 

ポール仕様 

LIXIL 外付ブラインド（リモコン付）

〒791-1105　松山市北井門四丁目19番15号　TEL（089）969-7177　FAX（089）969-7178

建設業許可 愛媛県知事許可（般-29）第16036号　宅地建物取引業 愛媛県知事免許（3）第4955号　二級建築士事務所 第5145号　
愛媛県木造住宅耐震診断事務所 第1075号　愛媛県リフォーム事業者登録 第053号　日本増改築産業協会（ジェルコ）会員 第00026号
日本住宅保証検査機構（JIO）リフォーム会員 第A6002358号

LIXIL

ドアック

DOACしろあり　駆除・防除

※サイズによっては製作制限上メーカーにて製作が出来ない場合がございます。※現場調査により既存の窓枠内に取り付けできない場合もございます。その場合は別途有償
オプション部品にて取り付けを可能にすることが出来ます。その場合別途オプション部材費とオプション部材施工費がかかります。※上記は一例です。

シングルガラスYKK APプラマードUYKK APプラマードU
「結露でビッショリの窓、拭くのが大変…」
結露を軽減して、
お掃除ラクラク

窓を二重にすると外気温の影響を受けにくくなり、結露を軽減することができ
ます。ホコリや汚れが付きにくい仕様なら、さらに毎日のお手入れもラクに。今
ある窓の内側に取り付けるだけの、簡単設置です。

サイズ

大

中

小

引違い窓
W1690mm×H2030mm

引違い窓
W1690mm×H1170mm

引違い窓
W780mm×H770mm

15周年特別価格15周年特別価格

67,100円（税込）
37,400円（税込）
28,600円（税込）

メーカー価格

W1690×H1570㎜

W1690×H2430㎜

W2600×H2430㎜

112,640円

58,300円

42,570円

15周年特別価格 70,400円
（税込）＋諸費用＋標準工事費商品代

○96,800円メ

310,200円（税込）＋諸費用＋標準工事費商品代
○261,800円メ

102,300円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

○139,700円メ

15周年特別価格

364,100円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代
○524,260円メ

15周年特別価格

403,700円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代
○581,460円メ

15周年特別価格

474,100円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代
○909,150円メ

15周年特別価格

273,900円（税込）＋諸費用＋標準工事費商品代
○228,800円メ 15周年特別価格

15周年
特別価格

105,600円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

○144,100円メ

15周年
特別価格 ※現在、電源がない場合は、別途工事が必要となります。

コープのしろあり防除・駆除　4つの安心・安全
5年
保証

使用薬剤の安心
安全性が高く、シックハウス指定物質を含まず、揮散せず、
超低臭で安心できます。

診断書作成の安心
床下・建物内外部を診断して、写真付きの
報告書を作成します。

サービスと保証の安心
工事後、毎年1回の訪問点検を実施しており、
メンテナンスの点でも安心。また、5年間保証がついて安心。

工事、価格の安心
事前調査、工事体制、工事内容など、日本しろあり対策
協会が認可した登録業者だから信頼できて安心。
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タッチレス水栓宅配ボックス

白アリ対策

外付ブラインド

内窓（プラマードU）　　

玄関ドア

※メはメーカーの製品価格で工事代金等は含まれておりません。※表示価格は目安です。お住まいの状況により異なる場合があります。※写真・イラストはイメージです。表示金額はすべて税込です。

まずはチェック□してみてください こんな症状がある
場合は、まずご連絡を!

しろありの対策は早期の点検・処置が大切なお家への被害を最小限に抑えます。

□ご近所にしろありがでた
□床鳴りがする

□木部を叩くと空洞音がする
□床下を点検したことがない□4月～7月に羽アリをみた

15周年特別価格 126,500円
（税込）＋諸費用＋標準工事費商品代

15周年特別価格 115,500円
（税込）＋諸費用＋標準工事費商品代

ご連絡から
工事まで

ご連絡
お電話・メールで
ご相談ください

調査報告書
しろあり防除施工士
が床下を調査します

調査報告書
床下の写真付き
報告書を提出します

お見積の
提　出

工　事
防除・駆除

1階床面積（50㎡・約15坪）の場合／1㎡あたり2,530円（税込）～1階床面積（50㎡・約15坪）の場合／1㎡あたり2,310円（税込）～
防　除 駆　除

グリーン住宅ポイント制度対象商品です。
詳しくはコープ住まいるホームページまで

＋ 諸費用
＋標準工事費
商品代

＋ 諸費用
＋標準工事費
商品代

＋ 諸費用
＋標準工事費
商品代

詳しくはこちらから
動画をご覧ください。

6月末までに契約
いただいた方に

5,000
JCB商品券

進呈円
分

視界がきれい、虫がとどまりにく
い、丈夫で破れにくい。汚れた
網戸も、機能的な網戸に簡単に
取替え。網戸のお悩みをすっき
り解消します。

人やペットに安心な薬剤
を練り込んだ、虫がとど
まりにくい網戸。出入りの
多い物干スペースの窓
などにおすすめです。

網を樹脂コーティング
することで強度をアッ
プ。ペットがツメで引っ
掻いても、網目がズレに
くい構造です。

簡単取替え機能で
選べる快適網戸

眺望性や通風性に優れ、
小さな虫の侵入もブロッ
ク。網目がズレにくい構
造で、凹凸も少ないので
お掃除がカンタンです。

中　窓
W800×H1000

掃き出し窓
W800×H1800

中　窓
W800×H1000

掃き出し窓
W800×H1800

中　窓
W800×H1000

掃き出し窓
W800×H1800

中　窓
W800×H1000

掃き出し窓
W800×H1800

＋諸費用＋標準工事費商品代

12,430円
（税込）

7,480円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

10,340円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

6,270円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

15,510円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

9,350円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

＋諸費用＋標準工事費商品代

20,790円
（税込）

＋諸費用＋標準工事費商品代

12.650円
（税込）

網戸取り替え

虫イヤ
ネット

ペット
ネット

※見積り前に、現場調査にて採寸を致します。

※網戸張り替え希望の方は、対応しますのでご連絡ください。

商品名 目安サイズ 15周年組合員価格

きれい
ネット

標準ネット
（普通）


