
株式会社一条工務店仙台
リフォームメンテナンス部

家 は、性 能。

家 は、性 能。

※掲載の製品は改良の為、断りなく変更することがあります。　※表示の金額は2019年3月現在のものです。　※広告有効期限 2019年9月末日　
※写真は撮影の為の小物、オプション等を含んでおります。実際の商品とは多少異なる場合がございますので、サンプル帳又はショールーム等でご確認下さい。
※掲載の製品は改良の為、断りなく変更することがあります。　※表示の金額は2019年3月現在のものです。　※広告有効期限 2019年9月末日　
※写真は撮影の為の小物、オプション等を含んでおります。実際の商品とは多少異なる場合がございますので、サンプル帳又はショールーム等でご確認下さい。

会場ご案内

「一条工房」は
こちらからhttps://www.ichijo-kobo.com

一条での建築をご検討の方をご紹介いただきますと、あなた様とご紹介いただいた方双方におトクな「ご紹介制度」ができました。詳しくは弊社スタッフにお問い合わせ下さい。
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100万円以上のご成約で 豪華景品をドーンとプレゼント！

            
      ご成約特典

（2019年6月末日契約まで）

村主 長多朗本郷 久弥

事前にご連絡を頂ければ、お客様の間取図面をご用意いたします。

ご家族・ご友人様をぜひご紹介ください。 ト
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日時：2019/5/26㈰
会場：TOTO仙台ショールーム

アフターサービスの連絡 /消耗品ご注文用

メールアドレスご登録のお願い
謹啓　陽春の候　皆様益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格段のご高配を賜り誠にありがとうございます。

①QRコードで登録
　　⇒右のQRコードを読み込んでいただくと「入力フォーム」が開きます。
　　　必要事項を入力の上、送信の程よろしくお願いいたします。

②直接メール送信
　　tokuhan@ichijo-sendai.com　宛
　　　　　掲題：メールアドレス登録の件
   　　　　メッセージ欄：「お名前」「ご住所」「電話番号」を入力いただき
　　         送信をよろしくお願いいたします。

尚、新築時にご登録いただきましたアドレスは、時間の経過と共に使われなくなることもあり、
今後は定期的に「現在お使いのメールアドレス」を確認させていただく事となります。

※問い合わせ先

　一条工務店仙台　　工事部リフォームメンテナンスチーム
・メールアドレス：tokuhan@ichijo-sendai.com
・フリーダイヤル：0120-194-542　

オーナー様へ

以前より「スマートフォン」でアフター依頼の出来る『i-サポ』のご紹介をさせていただいておりますが、ここ数年、インターネット環境の成熟に伴い、お客様とのご連絡方法を
「メール」で希望される方が多くなってまいりました。
メールでのご連絡は、電話と違い、お客様の時間を拘束する事も少なく、お仕事中であっても、簡単な内容であれば返信・やり取りもできるようになります。
つきましては、弊社リフォームメンテナンス部門でのお客様とのやり取り・役立つ情報の発信などの方法も「メール」を含めた手法に移行させていただきたいと考えております。
以下 ご確認の上、メールアドレスのご登録にご協力の程よろしくお願い申し上げます。（すでにご登録いただいている場合は、重ねての案内になります事　ご容赦下さいませ）

※QRコードでの画面

日時：2019/5/26㈰
　　 10:00～17：00
会場：TOTO仙台ショールーム

最新機器を使ってのキッチンイベントも開催!



陶器ボウルをはじめ、家事や身支度がはかどる
機能がいっぱい。ワンプッシュでキレイを保ち、
お手入れをラクにする「キレイ除菌水」ボタンを
搭載！

ＳＡＱＵＡ(サクア) 

ユニットバス　使いやすさやお掃除のしやすさだけでなく、くつろぎにもこだわったTOTOならではのシステムバスルーム。キッチン　TOTOのシステムキッチンで毎日をもっと軽やかに、そしてもっと効率的に。

洗面化粧台　お掃除しやすいボウルや排水口で、まいにちキレイに。 使いやすい機能が充実したTOTO洗面化粧台。

THE CRASSO (ザ・クラッソ)

※写真は250cmタイプ

LDSWB075BCJES1B＋ 
LMWB075A1ＧＬC2G＋
LTSWB015BNＬ1Ｂ
メーカー希望小売価格 324,000円
フェア
特価

※消費税・工事費別途
166,000円

メーカー希望小売価格 2,072,050円
フェア
特価

※組み立て費込み、消費税・付帯工事費別途
1,426,000円

眺めるたび、使うたびに心ときめく。
この”きれい”は、あなたのキッチンライフをこれから何倍も楽しくするキッチン。

見た目はすっきりシンプルに。
シンプルだけど、本当に使い
やすいキッチン mitte。

❶「きれい除菌水」
ワンタッチでミストを噴霧。排水口や包丁まな板の菌の繁殖を防ぎ、ぬめり防止。
水から生成し、時間が経つと水に戻るから安心安全！
❷「水ほうき水栓」
先端のタッチスイッチと幅広シャワーが洗い物をスムーズに。
❸「すべり台シンク」
コーナーに設けた排水口に向かって水がまっしぐらに流れます。

01 Spring Fair Spring Fair 02

mitte (ミッテ) 

※組み立て費込み、
消費税・付帯工事費別途

709,000円

メーカー希望小売価格

※写真は250cmタイプ

1,530,500円
フェア特価

※写真は2500タイプ

幅９０ｃｍサイズ（本体７５ｃｍ＋収納１５ｃｍ）
2019年4月 新発売！

2019年4月 新発売！

キッチン水栓金具　デザインと機能性を兼ね備えたTOTOの水栓金具。

※消費税・交換工事費(約15,000円)別途
43,000円

TKN34PBTRR メーカー希望小売価格85,000円

台付シングル混合水栓
　　　　　　　　　タッチスイッチ・
　　　　　　　　　ハンドシャワータイプ

フェア
特価

操作ボタンを
軽く押すだけで、
水の出し止めが
出来ます！

※消費税・交換工事費(約15,000円)別途
25,000円

TKS05308J メーカー希望小売価格 49,000円

台付シングル混合水栓
　　　　　　　　　　浄水器兼用・
　　　　　　　　　　ハンドシャワータイプ

フェア
特価

浄水カートリッジは
ヘッド内蔵型なので
交換も簡単！

※消費税・交換工事費(約15,000円)別途
22,000円

TKS05304J メーカー希望小売価格 45,000円

台付シングル混合水栓
　　　　　　　　　　吐水切替タイプ

フェア
特価

水はねしにくい
ミクロソフトシャワー。
お掃除の手間が
ぐっと減ります。

動画はこちら

動画はこちら

動画はこちら

動画はこちら

おすすめポイント

I型270cmタイプ

メーカー希望小売価格 183,000円

0タ

フェア
特価

※消費税・取付工事費別途
135,000円

NFG9S15MSI  90cmタイプ

I型270cmタイプ

動画はこちら

フィルターがないから、お手入
れ簡単！すっきりデザインの
おすすめレンジフード。

ノーリツ
クララタッチ

動画はこちら

レンジフード レンジフードのみの交換も
お任せください。

SYNLA (シンラ)

メーカー希望小売価格 2,082,400円
フェア
特価

※組み立て費込み、消費税・付帯工事費別途
1,481,000円

上質で心休まる穏やかな時間をすごせます。
日常を快適にするTOTOのこだわりをバスルームに込めました。

こころも体ももっとラクに。
サザナが叶える心地よい毎日。
直感的に操作しやすい、
リングハンドルを採用。

❶「楽湯」
肩楽湯と腰楽湯でやすらぎを堪能！
毎分約135Lの水流と心地よい刺激が全身を温め、リラックスへと導きます。
❷「ほっカラリ床」
TOTOと言えば床！畳のように柔らかく、冬でもヒヤッとしません。親水パワーの効果でお掃除もラクラク。
❸「ファーストクラス浴槽」
人間工学をもとに身体にかかる力を分散して、入浴する人をやさしく包み込む心地良い浴槽です。

ｓａｚａｎａ (サザナ) 

※組み立て費込み、
　消費税・付帯工事費別途

476,000円

メーカー希望小売価格

1,019,000円
フェア特価

※写真は2500タイプ

動画はこちら

動画はこちら

動画はこちら

おすすめポイント

メーカー希望小売価格 79,000円

0タ

フェア
特価

※消費税・工事費別途
48,000円

TYR340S（電源プラグ式）

HKシリーズDタイプ（1.25坪サイズ）

HSシリーズSタイプ（1坪サイズ）

洗面所も温風暖房で
安心・快適！
暖房、ドライヤー、
涼風の１台３役。

TYRシリーズ

洗面所暖房機 セットで
さらに快適に！

2019年2月 新発売！

動画はこちら

もっとスムーズに使える、もっときれいに保てる、
快適機能が充実。
「きれい除菌水」＆「お掃除ラクラク排水口」で
汚れにくくてお掃除ラクラク！

Octave(オクターブ) 

LDSFA090BCGAS1M＋
LMFA090A1GEC1G 
メーカー希望小売価格 382,800円
フェア
特価

※消費税・工事費別途
196,000円

幅９０ｃｍサイズ

動画はこちら



給湯器　スイッチ一つでＯＫ！エコノミー&エコロジーで地球環境にも優しい給湯器です。

03 Spring Fair

トイレ　使いやすさやお掃除のしやすさはもちろん、清潔性も追求したTOTOのトイレ。
ウォシュレット
一体型便器

NEOREST
(ネオレストAH1)
CES99788FR　
※排水芯200㎜  

フェア
特価

※消費税・工事費(標準工事費約38,000円)別途
287,000円

メーカー希望小売価格354,000円

ＩＨクッキングヒーター　火を使わないので安全！ 部屋の空気も汚れません。

ガスコンロ　調理器具を選ばずに、ガスの火力で美味しく料理。料理の後でも簡単お手入れ！

HITACHI 
火加減マイスター L9Tシリーズ
ＨＴ－Ｌ９ＸＴＦ

※消費税・工事費別途
180,000円

メーカー希望小売価格310,000円

タンクレストイレ

2019年2月 新発売！

トイレパッケージプラン トイレの床にお勧め
トイレまるごとリフォーム

工事費込みの安心
リフォームプランです！
　   ●便器/ウォシュレット一体型便器ZJ
　   ●標準交換工事（排水芯200㎜の場合）
　   ●床CFシート貼り替え（1畳サイズ）
　   ●壁クロス貼り替え（1畳サイズ）

エコカラットプラス・デザインパッケージ
●絵を飾るように楽しむ、デザインパッケージ。豊富なラインアップからお好みのデザインとサイズを選べます。
●空気をきれいにするエコカラットを、簡単に施工できるのでリフォームに最適。水拭きできるようになり、トイレにもぴったりです。

フェア
特価

※上記外の場合、現場調査の上別途お見積りいたします。
154,000円

ウォシュレット
一体型便器

ＧＧ１
CES9414　
※排水芯200㎜

フェア
特価

フェア
特価

※消費税・工事費(標準工事費約38,000円)別途
123,000円

シンプルな機能とローシルエット
デザインのGG。
「ノズルきれい」機能搭載で、
ノズルの内側も外側も
自動洗浄・除菌！

美しいデザインに、
美しさのためのテクノロジ
ーを搭載したネオレスト。
ひとつ上の「きれい」が、
ここから始まります。

メーカー希望小売価格230,000円

タンク式トイレ
ウォシュレット
一体型便器

ＺＪ
CES9137　
※排水芯200㎜

フェア
特価

※消費税・工事費(標準工事費約38,000円)別途
69,000円

大きな手洗いボウルと
新フチなし形状で、
より使いやすく清潔な
トイレ空間に。

タンク式トイレ

動画はこちら

セ
ッ
ト
内
容

ハイドロセラフロアＪ
（トイレ専用セラミックシート床材）
　   ●陶器製・・・汚れが染みにくく、
　　　美しさが長持ちします。
　   ●お掃除ラクラク・・・汚れがサッと落ちるので、
　　　日ごろのお手入れは水ぶきだけで十分です。
　   ●衛生的・・・ハイドロテクトの抗菌効果で
　　　尿の汚れから発生するニオイを防ぎます。

フェア
特価

※消費税・工事費別途 

90cm×182cm
施工の場合 133,000円

フェア
特価

※消費税・取付費(標準取付費約36,000円)別途

１㎡サイズ
（シンプルフレーム） 27,000円

お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

ＬＩＸＩＬエコカラットプラス 無数の孔による調湿作用に加えて、気になる匂いや有害物質を軽減するエコカラット。デザインも豊富にございます。

陶器＋ハイドロテクト加工で、
抗菌&簡単お掃除の床材です。

エコカラットは、4つの"うふふ"で、みんなの幸せを作り続けます。

メーカー希望小売価格 30,000円
フェア
特価

※消費税・取付費(標準取付費約36,000円)別途

3㎡サイズ
（デコラフレーム） 102,000円

メーカー希望小売価格 110,000円

３口／６０cm／鉄・ステンレス対応
3口すべてがIH。
「ラク旨グリル＆
オーブン」で、
多彩な料理を
手軽においしく。

HITACHI 
火加減マイスター L7STFシリーズ
ＨＴ－Ｌ７ＳＴＦ

※消費税・工事費別途
141,000円

メーカー希望小売価格244,000円
フェア
特価

３口／６０cm／鉄・ステンレス対応
3口すべてがIH。
全てラクラク
上面操作！
「ラク旨グリル」で、
手軽においしく、
庫内のお手入れも
ラクラクです。

Panasonic 
G32シリーズ
ＫＺ－Ｇ３２ＡＫ

※消費税・工事費別途
63,000円フェア

特価

２口ＩＨ＋ラジエント／６０cm／鉄・ステンレス対応
水無し両面焼きグリルを新搭載！
グリル料理をもっと手軽に。

ノーリツ 
ｐｉａｔｔｏ (ピアット マルチグリル)  
N３Ｓ８ＰＷＡＳＰＳＴＥＳ　キャセロール付

※消費税・工事費 （標準工事費約22,000円） 別途
*標準工事費はビルトインからビルトインへの金額です。 

191,000円
メーカー希望小売価格243,000円
フェア
特価

６０ｃｍタイプ／フラッシュオレンジガラストップ／ステン五徳

ふだんレシピも
手軽に仕上がる、
温度センサー付き
マルチグリルで
快適な毎日を。

※消費税・工事費 （標準工事費約22,000円） 別途
*標準工事費はビルトインからビルトインへの金額です。 

40,000円
メーカー希望小売価格71,800円
フェア
特価

ダブル高火力&
ダブルトロ火が
標準装備！
ホーロートップで
お手入れも楽々

ノーリツ 
Fami (ファミ)  
Ｎ３ＷＱ６ＲＷＴＳＫＳＩ

※消費税・工事費 （標準工事費約22,000円） 別途
*標準工事費はビルトインからビルトインへの金額です。 

100,000円
メーカー希望小売価格146,000円
フェア
特価

６０ｃｍタイプ／シルバーミラーガラストップ
シンプルな
操作で
使いやすい！
無水両面焼き&
スライドグリルで
グリル機能も
ランクアップ。

ノーリツ 
Ｍｅｔａｌ Ｔｏｐ (メタルトップ)  
Ｎ３ＧＱ２ＲＶＱ１

６０ｃｍタイプ／グレーホーロートップ／ブラックフェイス
限定

台
555

HITACHI ヒートポンプ給湯機 
エコキュート ＢＨＰ-Ｆ４６ＲＵＫ

※消費税・工事費別途
347,000円

メーカー希望小売価格935,000円
フェア
特価

フルオート、貯湯ユニット４６０L、寒冷地仕様

外気温-25℃対応！
湯張りから足し湯ま
でフルオート。
ステンレス・クリーン
自動洗浄システムで
いつも清潔です。

ノーリツ 石油給湯器 
エコフィール ＯＴＱ-C４７０５ＡＹ ＢＬ

※消費税・工事費 （標準工事費約79,000円） 別途
242,000円

メーカー希望小売価格422,000円
フェア
特価

フルオート、４０，０００ｋｃａｌ/h、屋外据置型

年間約７，２６０円*も節約！
*メーカーによる自社製品との比較

●マルチリモコンセット
●フルオート

ノーリツ ガス給湯器 
エコジョーズ ＧＴ－Ｃ２４６２ＳＡＷＸ ＢＬ

※消費税・工事費 （標準工事費約79,000円） 別途
190,000円

メーカー希望小売価格424,500円
フェア
特価

フルオート、２４号、屋外壁掛け型

石油暖房機・石油給湯器の「８８」表示は故障ではありません！
２００９年から始まった長期使用製品安全点検制度に基づく、長期点検(有料)の時期をお知らせするものです。
※給湯器の設計標準試用期間（標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することの出来る標準的な期間）は
10年です。10年を過ぎると修理部品の供給がストップする可能性もあります。お早目の点検をおすすめします。

お知らせ

年間約２３，０００円*も節約！
*メーカーによる自社製品との比較

●マルチリモコンセット
●フルオート

Spring Fair 04

動画はこちら

豊富にご豊富豊富

“うふふ”その１ ちょうどいい湿度
ジメジメの元となる余分な湿気を、ごくりと吸収。
カラカラの時には、うるおい貯金から湿度を補充します。

“うふふ”その2 ニオイすっきり
窓をあけてもいなくならない生活臭を、大幅に脱臭。
原因成分を吸着して、ニオイ問題の解決をサポートします。

“うふふ”その3 有害物質フリー
空気中に漂う、放っておけない有害物質を吸着・低減。
目には見えない不安から、家族みんなを守ります。

“うふふ”その4 シンプルお手入れ
湿度もニオイも有害物質も吸着しますが、水と汚れはNO。
汚れやすい水まわりのお手入れも、簡単になります。



標準工事費
込みで 約170170万円フェア

特価

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

屋根塗装（高性能高耐久水系アクリルシリコン樹脂屋根用塗料） 外壁塗装（高性能高耐久水系アクリルシリコン樹脂塗料）
一条工務店専用の高性能塗料フジケミ「アイリファイン」は
汚れにくく、耐久性のある塗料。　塗装膜の膨れや
剥がれが少なく、建物の内部結露を防止します。 

一条工務店専用の高性能塗料フジケミ「シナジオ・リファイン」はガ
ラスと似た分子構造で撥水性に優れ藻やカビに強く、
色褪せも起こりにくい。カラーは豊富な31色を用意。

屋根塗装
135㎡ +

外壁塗装
200㎡

同時に施工で、
とってもオトク!!

お見積り無料　お気軽にご相談ください！
（
税
別
）

05 Spring Fair Spring Fair 06

297,000円フェア
特価

エッジ＆クラウドAIであなたに
合わせて無駄なく快適に制御！ 

エアコン　※パワフル＆省エネで快適生活!

2019年モデル

富士通エアコン 
ノクリア Ｘシリーズ
ＡＳ－Ｘ６３Ｊ２Ｗ （20畳用）

※標準工事費込み・消費税別 ※標準工事費込み・消費税別

※エアコン標準工事費概要：露出配管・同一階設置・配管穴あけ１ヵ所・室外機設置プラブロック床置き。

エ
合

折戸サイズ
W750×Ｈ2030 

YKKAP  サニセーフⅡ折戸Ｓタイプ

フェア
特価

※消費税・工事費別途　＊交換工事費約50,000円(税別)　＊交換・取付調整及び処分
40,000円

カバー工法だから、既存の枠やクロス、床を傷つけることなく、壊れた折戸を新しくできます。 横引収納で見た目すっきり。網戸の下レールは床面との段差を3㎜に抑えたバリアフリー
仕様で安全。
お掃除もラクラク。

●スマートフォンで、スマートスピーカーで、　
　Bluetoothリモコンで一層便利に！
●温度と速さの違う2種類の気流を作る
　デュアルブラスターがお部屋全体を快適に！
●熱交換器加熱除菌で付着したカビも除去！
●熱交換器を自動洗浄するハイドロフィリック　
　熱交換器搭載！
●選べる除湿(再熱・ソフトクール)

88,000円フェア
特価

洗練されたデザインが
人気のコンパクトモデル

年々上がる電気代*。
太陽光発電システムを設置して、家計の負担を減らしませんか！
エネルギーの消費を最適に制御するスマートハウスへの第一歩です。

2019年モデル

富士通エアコン 
ノクリア Ｃシリーズ 
ＡＳ－Ｃ２５Ｊ－Ｗ （8畳用）

●熱交換器を自動洗浄するハイドロフィリック
　熱交換器搭載！
●熱交換器加熱除菌で付着したカビも除去！
●0.5°C刻み温度設定と自動スイング（上下
　左右）でお部屋隅 ま々で快適！。
●リモコンの操作内容や運転状態を室内機
　が音声でお知らせ。
●選べる除湿(再熱・ソフトクール)

235,000円フェア
特価

進化した寒冷地エアコンの
スタンダードモデル！

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
エオリア TXシリーズ
ＸＣＳ-ＴＸ５６９Ｃ２-Ｗ/Ｓ （18畳用）

※消費税・工事費別

※エアコン標準交換工事費約46,000円(税別)　＊交換・処分、同一階設置の場合。

●外気温-20℃でも約50℃の温風を実現！
●ナノイーX搭載で家族が触れる空気も、
　エアコン内部も清潔に。
●外出先からスマホで遠隔操作できる
　エオリアアプリに対応！

103,000円フェア
特価

冬はぽかぽか、
夏はすばやくパワフルに涼しい！

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
エオリア GXシリーズ
ＡＳ－Ｃ２５Ｊ－Ｗ （8畳用）

※消費税・工事費別

●フィルターお掃除ロボット搭載でもインテリア
　に溶け込むコンパクトモデル。
●ナノイーX搭載で家族が触れる空気も、
　エアコン内部も清潔に。
●外出先からスマホで遠隔操作できる
　エオリアアプリに対応！

動画はこちら
エオリアアプリの
動画はこちら

2019年モデル
動画はこちら

2019年モデル

浴室折戸交換

メーカー希望小売価格 63,340円

YKKAP  フラットタイプXMA

フェア
特価

※消費税・工事費別途　＊工事費約21,000円(税別)　＊取付調整及び処分
28,000円

玄関網戸

メーカー希望小売価格

40,400円

メーカー希望小売価格

240,000円

太陽光発電設備　※地球にやさしく、家計にやさしい太陽光発電！ 

リフォームローン相談コーナー 

*2011年の東日本大震災、2016年の電力小売り自由化で支出はいったん減りましたが、依然右肩上がりです。
「家計調査結果」（総務省統計局）（https://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/index.html#ks）を加工して作成

コンパクトな家庭用蓄電池

フェア当日「太陽光相談ブース」設置！ 何でもご相談ください。

太陽光発電設置
済みのお客様へ

2019年問題対策のカギは蓄電池の導入です!
ご興味のある方はぜひご相談ください。
2019年問題についてもご説明いたしますので、お気軽にお立ち寄りください。

フェア当日に相談コーナーを設置。信頼と実績を誇る三井住友トラスト・パナソニック
ファイナンス㈱のスタッフが、リフォームローンの上手な使い方を親切にご案内いた
します。どんなことでもお気軽にご相談ください。
※三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱：1951年創業、資本金２５５億８４００万円、本社/東京　東北支店/仙台 
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