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IHﾋｰﾀｰと食洗機の実演会IHﾋｰﾀｰと食洗機の実演会

クイズに答えて素敵なクイズに答えて素敵な

プレゼントをゲット♪プレゼントをゲット♪

期間中、システムキッチンとシステムバスの御見積り依頼で
クイズにチャレンジしていただけます♪

10周年やさかい10周年やさかい

ありが10ありが10

～春の感謝祭～

とう

トクラスオリジナル

今治バスタオル

正解すると！！！

今治タオルの最大の特徴は、なんといってもその吸水性の高さ！
さらに、洗濯するときに柔軟剤を使わなくてもいつまでもふわふわ♪

トクラスオリジナル　今治バスタオルが

手に入るのは今だけ！！
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■トクラス人造大理石のシンクやカウンター
■レンジフード
■バスルームの壁やバスタブやフロア
■洗面ボウル

ショールームスタッフによるショールームスタッフによる

５/２Ｓat

IHﾋｰﾀｰを使った簡単なメニューの
ご紹介や食器洗浄乾燥機の稼働中を
確認して頂ける１日です♪

お菓子詰め放題♪お菓子詰め放題♪＝お子様限定＝
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日頃のお手入れでお悩みや不安はありませんか？
カンタン、キレイを実現していただける『正しいお手入れ
の仕方』を実演を交えてわかりやすくお伝えします。
普段気になっている汚れやお手入れ方法について質疑応答の
時間もありますのでお気軽にご参加ください♪

参加費：無料

定員：各５名

　完全予約制

セミナーご参加者には
「らくらくハンディモップ」
のお土産付

ご住所

お名前 ℡

ご参加人数 名
ご参加日程

ご参加時間

□5/8　□5/15　
□5/22　□5/29

□①am11:00～
□②pm14：00～

参加申込書

fax 072-240-2218  ℡ 072-240-2200
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10周年やさかい　ありが10　
～春の感謝祭～　スケジュール♪

エポックの収納キャビネットに新サイズ登場
間口やライフスタイルに合わせて更に選びやすくなりました。

たっぷり収納 トールキャビネット （間口250mm）

750mm
250mm

上段 下段タオルなどお風呂上がり

に使う物をまとめて収納。

　

手元近くの引出しはドライ

ヤーも収納可能。

写真はライン取手仕様です。

高さのあるボトルも立てたまま楽々

収納。取り出しやすい引出しタイプ。

　

エポックの収納キャビネットに新サイズ登場
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たっぷり収納 トールキャビネット （間口250mm）

750mm
250mm

上段 下段タオルなどお風呂上がり

に使う物をまとめて収納。

　

手元近くの引出しはドライ

ヤーも収納可能。

写真はライン取手仕様です。

高さのあるボトルも立てたまま楽々

収納。取り出しやすい引出しタイプ。

　

新商品ニュース

うるおい
ミスト

発汗・保湿効果の高いミスト＆パワフルな暖房が魅力

様々なタイプの給湯器に対応

ご家庭でお使いの石油・ガス給湯器、電気温水器、
エコキュート… どのタイプにも設置可能です。

6段階の温度調整が可能

6段階の温度調整ができ、家族一人ひとりに合う
快適なミスト浴が楽しめます。

効率的な暖房能力

急速暖房＆足元から暖める下吹出し式。迅速
かつ効率よく浴室全体を暖めます。　

対応シリーズ ビュート リベロ ビュート プレミオ
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ビュート リベロ

ビュート SCⅢ
バリュープラン

ストーリー

ヴィタール

対応シリーズ

壁パネルカラー

リップルブルー

リップルピンク

スパークルホワイト

リップルブラウン

リップルグリーン

リップルベージュ

ビュート リベロ

ビュート SCⅢ
バリュープラン

ストーリー

ヴィタール

対応シリーズ

壁パネルカラー

リップルブルー

リップルピンク

スパークルホワイト

リップルブラウン

リップルグリーン

リップルベージュ

水面のような輝きをもたらす「スパークルホワイト」。

波の揺らぎをイメージした「リップルカラー」。

明るく柔らかな色合いから

落ちついた深みのある色合いまで、

全6色が登場。

見る角度によって表情が変わる壁パネルが

バスルームを彩り豊かに演出します。

作業スペース広々 サイドキャビネット （間口250mm）

メイク小物の一時置きやちょっとした家事の作業スペースにもな

るメラミンカウンター。

高さも奥行もたっぷりある引出し

タイプ。

750mm
250mm

ワークスペース 収納

作業スペース広々 サイドキャビネット （間口250mm）

メイク小物の一時置きやちょっとした家事の作業スペースにもな

るメラミンカウンター。

高さも奥行もたっぷりある引出し

タイプ。

750mm
250mm

ワークスペース 収納

水、光、波・・・

きらめく自然の変化を

イメージした

新柄壁パネル


