
お問い合わせコード:M3320-2203-01

新型コロナウイルス
感染防止に関する対策

イベント会場では、お客様ならびに従業員の健康と安全確保を考慮した感染症予防対策としてアルコール
消毒の設置・従業員のマスク着用と検温・室内の換気を実施しております。また、お客様にもマスクの着用と
検温をお願いしております。感染症予防対策としてご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 消毒 マスク 検温 換気

ほかにも、住まいに関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

LIXIL ユニットバスご成約で LIXIL システムキッチンご成約で

エコアクアシャワープレゼント! 食器洗い乾燥機プレゼント!

ご来場プレゼント

シューカラットプレゼント!
エコカラットの空気清浄力をお試しいただけるサンプルエコカラットの空気清浄力をお試しいただけるサンプル

LIXIL世田谷
水まわりショールーム
東京都世田谷区上用賀6-5-9

❶10:00～  ❷13:00～  ❸15:00～
完全予約制

0120-994-109Free

※定員になり次第締め切らせていただきます。ご希望の方には、別日のご案内をいたします。

［ お電話またはWEBからお申込みください。 ］

お電話でのご予約は
WEBでの
お問合せ

定員/各5組

マンションリフォーム営業部
建設業許可番号／国土交通大臣許可（特-29)第26764号　一級建築士事務所東京都知事登録第62089号

受付時間/9:00～20:00
(水日祝/9:00～18:00)

ご予約・お問い合わせ
東急Re・デザインのマンションリノベーション相談会に

関しては、下記までお問い合わせください。 0120-994-109Free

提携リフォームローンもございます。 ※詳細はお問合せください。

reform.tokyu-re-design.co.jp/mansion/ 東急リデザイン マンションリフォーム 検索

3.19土 10:00▶
17:00

ショールームに展示している商品を実際に見て、確認、体験しながら、リノベーションのプロに相談できます。

ショールームで実物を
見ながら相談できます。
ショールームで実物を
見ながら相談できます。

こんなお困りごと、ありませんか？

収納しきれず調理道具があふれてしまう。

ベタベタした手で蛇口を触りたくない・・・

調理の流れをスムーズにしてくれる収納で
道具の取り出しやすさも向上。

センサー付き自動水栓なら、蛇口に触れずに
水を使えます。 

もっと簡単にキレイにできないの？

便座のフタなどを触りたくない…

お掃除するたびガンコな水アカが落ち、おそうじ
ラクラク。だから、すっきりキレイが長持ち 。

便座から立ち上がると自動洗浄してくれるので
流し忘れの心配がありません。

バスタブのお湯がすぐに冷めてしまう…

お風呂代をもっと節約できたらいいのに。

ぬくもりが続くバスルームで、家族みんなが
心地よい入浴を楽しめます。

水道光熱費を節約、シャワーで最大48％の
節水で省エネに大きく貢献します。

排水口って汚れが気になるけど、そうじしにくい。

洗面台のおそうじって面倒…

排水口の中までサッとおそうじ。髪・ゴミを
キャッチしつつ、水も通しやすい形状です。

凹凸や水たまりをなくしてお手入れの負担を
軽減。汚れもサッとひと拭き。

洗面化粧台のお困りごとトイレのお困りごと

浴室のお困りごとキッチンのお困りごと
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美術館入口バス停

駐車場も
ございます。

徒歩ルート

［ 電車でのご来館 ］■東急田園都市線「用賀駅」より徒歩19分
［ バスでのご来館 ］
　■小田急小田原線「千歳船橋駅」よりバス「田園調布駅」行き「美術館入口バス停」下車徒歩約5分
　■東急大井町線「上野毛駅」よりバス「千歳船橋 」行「美術館入口バス停」下車徒歩5分
［ お車でのご来館 ］■東名東京ICより車で5分 ■第三京浜玉川ICより車で10分
※カーナビ等ご利用の際は、住所からの検索をお願いいたします。

会場

会場

期間中ご来場いただき、リクシル商品をご成約いただいた方にプレゼント！ご成約特典

相談会東急Ｒe・デザイン
マンションリノベーション

実際に見て

触れて

相談できま
す。

［参加無
料］



※セット価格は全ての工事が同時施工の場合に限ります。分割工事は別途見積が必要です。※標準工事には既存設備機器撤去、設備配管・電気配線接続、産業廃棄物処理、諸経費、消費税を含みます。
（ガス工事別途） ※お部屋の状況によりご希望の商品が設置できない場合や別途付帯工事が必要になる場合がございます。あらかじめご了承ください。（見積り無料） ※写真はすべてイメージです。

東急Re・デザインおすすめ

●お支払回/120回払い（10年）●実質年率/1.26％ 
●月々 分割支払金/12,245円●お支払総額/1,470,862円12,245円月々リフォームローンご利用で

ショールームで実物がご覧いただけます!

多彩な機能を
備えたバスルーム。

エルシィ
お掃除カンタン
空間すっきり。

リノビオＶ

間口750mm

1216サイズ

万円
（税込）※138パック

価格
コンフォートパック Comfort pack まとめると103.2万円お得！取付費■洗面所内装（クロス・クッションフロア）■処分費＋ ＋

System 
bathroom

Bathroom 
vanity

❶＋❷＋❸合計金額　2,412,280円（税込）

❷定価：373,780円（税込）標準工事費：188,100円（税込）
❸内装工事費：86,000円（税込） 　❶定価：1,411,300円（税込）標準工事費：353,100円（税込）

ルフレトーン浴槽 まる洗いカウンター

キレイアップ水栓 キレイアップカウンター

コンフォートパック Comfort pack

期間中「リノビオV」ご契約で
エコアクアシャワーSPAプレゼント!

Present!

おまとめパック

株式会社 LIXIL株式会社 LIXIL

●お支払回/120回払い（10年）●実質年率/1.26％ 
●月々 分割支払金/21,740円●お支払総額/2,611,351円21,740円月々リフォームローンご利用で

スパージュ
湯を、愉しむ。
時を、味わう。

ルミシス
洗面空間を
エレガントに。

間口900mm間口900mm1418サイズ

万円
（税込）※245パック

価格
プレミアムパック Premium pack まとめると87.2万円お得！取付費■洗面所内装（クロス・クッションフロア）■処分費＋ ＋

System 
bathroom

Bathroom 
vanity

❶＋❷＋❸合計金額　3,322,090円（税込）

❷定価：557,700円（税込）
　標準工事費：233,200円（税込）
❸内装工事費：86,000円（税込） 　

❶定価：2,017,290円（税込）
　標準工事費：427,900円（税込）

プレミアムパック Premium pack

水まわりをお得に一新！

※表示の価格は2022年3月までの金額となります。※上記お支払例は2022年1月現在の月額、お支払総額の目安です。詳細についてはお問い合わせください。※審査状況に応じて、連帯保証人が必要となる場合があります。
【条件】●支払回数：180回まで（15年まで）●取扱金額：3万円～2,000万円まで●月々 最低支払金額：5,000円●三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社による審査で承認を受けた方

大幅
リニューアル

水まわり
マンション

詳細は、お問い合わせください。

※お客さまのご要望による追加・改造・アップグレードを除き、事前に現地調査を行った範囲においては工事開始後に追加費用は発生しません。 

東急Ｒｅ・デザインの

マンションリノベーション
東急Ｒｅ・デザインの

マンションリノベーション
TOKYU  Re・DESI GN  Ma ns io n  Re nova t i o n

水まわり設備や内装インテリア建材など
選りすぐりの最新設備にまるごと一新します。

定価制だから安心 まるごと一新 頼れるサポート
ご相談からお引渡し後のアフターサービス
までお客様専任チームが担当します。

住戸の広さと間取りで決まる安心の定価制
だから工事開始後に追加費用が発生しません。※

自 由 に 創 れる 定 価 性 。

バルコニータイルデッキ
バルコニーをアウトドアリビングに

可動ルーバー間仕切り
光や風も自在にON/OFF

玄関手洗い
帰宅後、すぐに手を洗える手洗い

LDK 家族が集う明るく広 し々たLDK

明るいリビングに家族が集う
リフォームで実現した
理想の住まい

実例

築22年 / 79㎡　40代、ご夫婦二人、お子様二人

洗面化粧台
オリジナルデザインの
洗面化粧台

トイレ
ナチュラルテイストの
くつろぎ空間

ユニットバス
うれしい性能と
心地良さ

キッチン
インテリアの一部としてのシステムキッチン

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
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