
アクア

エーワングリル “名鉄のスゴカジ”オリジナル
プロのお掃除サービスチケット

キャンペーン  ご来場特典 ＆お見積り特典 ＆ご成約特典

個人情報保護に関する通知事項

（1）利用目的
このたび記載いただいた予約内容の個人情報は、以下に掲げる利用目的のために利用し、法令に基づく場合および本人ならびに公衆の
生命・健康・財産の重大な利益を保護する場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に私用及び提供、委託する事はございません。
①キャンペーン参加のための必要なご連絡や、お問い合わせ・ご相談への対応、リフォーム工事に関するご連絡・確認、及びその記録。
②弊社の商品、サービス等のご案内の郵便等によるパンフレット類、広報物等の送付または電話などによる連絡。
③弊社サービスの維持向上の目的で調査、および分析を行うためのアンケートの送付。

（2） 当社は前号①の目的の範囲で本キャンペーンを実施する協力会社などに個人情報を預託し、
　　預託を受けた協力会社は同様の範囲で個人情報を利用します。

（3）個人情報取り扱い窓口／名鉄コミュニティライフ（株）総務経理部／TEL:03-5320-2701（受付時間：平日9:00～18:00）

左記番号におかけの上、「名鉄のリフォームキャンペーン」とお伝えください。
【年中無休／24時間対応／名鉄コミュニティライフ リビングアシスタント】0120-456-381

お知らせ・新着情報の「イベント」
よりお申込みください。https://www.meitetsu-cl.co.jp/

お客様情報をご記載していただきご送信ください。info-reform@meitetsu-cl.co.jp
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スタッフの
マスク着用・検温・
体調報告を徹底

会場の換気の徹底 会場内の
座席の距離を確保

お客様同士、
お客様とスタッフの
距離を確保

受付・商談ブースでは
飛沫防止パーテーション

を設置

出来る限りの
手指・物品の消毒

ご来場特典

有名店の食パンプレゼント！
お見積り特典

1,000円相当グルメ券
プレゼント！

ご成約特典

選べる成約特典プレゼント！※画像はイメージです。 ※現地調査の上、お見積りの方に限ります。

ご成約50万円以上の方に

バリュミューダトースター iRobotブラーバ
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予約申込締切

4/15 木

このたび、名鉄コミュニティライフ（株）では、リフォーム提携会社である（株）TOKAI、（有）アクア、（株）アートリフォームとの共同企画で

3月から開催中の「リフォーム応援キャンペーン」を、好評につき「春のリフォーム相談会」として継続開催させていただきます。

キャンペーンの

ご案内

4/25 日 10:00 16:00 会場：TDYコラボレーションショールーム 7階（受付）

TDYコラボレーション
ショールーム

東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル7･8F

Information

【開館時間】10:00～17:00
【休館日】水（但し、祝日の水曜日は開館）、
　　　　夏期休暇、年末年始
●JR「新宿駅」南口より徒歩5分

4/25 日 10:00 16:00

春のリフォーム相談会

会場



2021年6月末までにご注文いただき、
2021年8月末までに工事完了の場合となります。

ご成約プレゼント対象期間

標準工事費は全て別途です

「広々としたリビングにしたい！」「家事動線を見直したい」など間取りに関するお悩みもおまかせください。

間取り変更、テレワークリフォームもご相談ください当
日
の

寝室に、壁付けカウンターを設置。あなただけのテレワークスペースを

デスクと一体化で、ホテルライクな趣に

ワークスペースとペット向け製品を組み合わせた個室で、大好きなペットと一緒に仕事

テレワーク

40%
OFF

39,000円（税込）（税込）

希望小売価格65,000円（税込）が

※1坪での金額です。

ペットと一緒に仕事ができる
個　　室

フローリング材｜
ワンラブオトユカ45IV

54%
OFF

27,200円（税込）（税込）

希望小売価格59,200円（税込）が

25%
OFF

277,000円（税込）（税込）

希望小売価格370,200円（税込）が

幅3600×奥行470×高さ1975mm

※LL40仕様もございます。※1坪での金額です。

Web会議や電話が多い仕事に
寝　　室

寝室収納｜
ミセル PLAN 38

フローリング材｜
オトユカフロア45II

45%
OFF

26,500円（税込）（税込）

希望小売価格48,200円（税込）が

寝室収納｜
壁付けカウンター

幅1010×棚板奥行450（300）×棚柱高さ1500mm

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

たくさんの資料を使う仕事に

寝　　室

45%
OFF

194,000円（税込）（税込）

希望小売価格352,800円（税込）が

25%
OFF

129,000円（税込）（税込）

希望小売価格172,000円（税込）が

サイズ：幅1600×奥行470×高さ1339mm

収納｜
ミセル デスクプラン

造作部材｜
ねこステップ・
ねこルート・ねこボックス

※画像はイメージです。

WYシリーズ
マンションリモデルバスルーム

ＷＹＶ１２１６ＡＸ又はＪＸタイプの場合

50%
OFF

多彩な機能がこれまでにない「ゆとり」を生み出します

1,114,000円（税込）（税込）

希望小売価格1,591,700円（税込）が

シンラ ＷＫシリーズ
マンションリモデルバスルーム

30%
OFF

身体が包み込まれるような心地よいひと時
バスルーム

・身体が包み込まれるような
「ファーストクラス浴槽」標準搭載
・たっぷりのお湯で肩・腰を心地よく刺激する「楽湯」
は日常のプライムタイムとなります。
・換気扇：暖房換気扇仕様

597,800円（税込）（税込）

希望小売価格1,195,700円（税込）が

・おそうじラクラクほっカラリ床標準搭載
・人間工学を応用した「ゆるリラ浴槽」をはじめ選べる
浴槽をご用意
・多彩な床・壁カラーの組み合わせが可能です。※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

ＷＫＶ１２１６Ｄタイプの場合

401,500円（税込）（税込）

希望小売価格803,000円（税込）が

ｍｉｔｔｅマンションリモデルプラン
Ｉ型　２２５０ｍｍ

50%
OFF

普段の料理が快適になる工夫がいっぱいのキッチン

613,000円（税込）（税込）

希望小売価格875,800円（税込）が

THE
CRASSO

マンションリモデルプラン
Ｉ型　壁付／２２５０ｍｍ

30%
OFF

便利な機能が搭載されたシステムキッチンです
キッチン

・空間の調和を追究した
「ノイズレスデザイン」採用
・透明感のある
「クリスタルカウンター」をご用意
・きれい除菌水搭載は
 清潔に保ちたいアイテムです。

・センターラインキャビネット
適材適所の整理・収納が可能な引出し／
キャビネット採用
作業効率と収納力を追究したスタンダード
モデルです。

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

ｍｉｔｔｅ

300,300円（税込）（税込）

25%
OFF

美しさのためのテクノロジーを搭載したネオレスト

123,400円（税込）（税込）

45%
OFF

すっきりしたデザインと足元までスリムなリモデルトイレ

ZR

ウォシュレット一体型 CES9151
定価224,400円（税込）が

定価400,400円（税込）が

トイレ

ハイブリッドエコロジーシステム搭載
使うたびノズルも便器内もきれい”きれい除菌水”作動
／表面セフィオンテクト加工／トルネード洗浄／便ふ
たオート開閉、オート洗浄、オートパワー脱臭機能搭載※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

ネオレストシリーズ
ウオシュレット一体型便器

画像＝ＲＨ１ CES9768R＃NW1

263,700円（税込）（税込）

■ 洗面化粧台部
　 希望小売価格439,500円（税込）が

画像間口＝１０２０ｍｍ

40%
OFF

空間にぴったり納まるから、もっと広く、もっと快適に

210,300円（税込）（税込）

■ 洗面化粧台部
　 希望小売価格300,500円（税込）が

画像間口＝７５０ｍｍ＋４５０ｍｍ

30%
OFF

78,500円（税込）（税込）

■ ランドリータイプ＊キャビネット部
　 希望小売価格112,200円（税込）が

30%
OFF

家事も、身支度も、楽しさはかどる使いやすさを

サクアシリーズオクターブスリム

洗面台

・３大特徴
ひろびろ陶器ボウル／エアスイング水栓／奥の空間を活か
して収納キャビネット

・くもり止め：センター鏡のみエコミラー仕様

・奥行５０㎝ スリムカウンター
・エアインシャワー
・すべり台ボール
・くもり止め：センター鏡のみエコミラー仕様

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。


