
9/4(土)•5(日 ) 10:00▼16:00２日間限り
『水まわり一新！
秋のリフォーム相談会』
会場：ニワホーム株式会社

岩倉市神野町縄境7（平安会館向かい）
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場所が分かりにくい場合は下記までお電話ください

駐車場
10台有 

キッチン・浴室・洗面の
人気メーカー売れ筋商品３点パックなら
選んで安心・しかも短工期！

ご案内

E-mail contact@niwahome.jp

お電話1本即日対応！土・日・祝も営業しています。もちろん見積無料！

0120-44-8968
通話料無料！

LINEで
気軽に
お問合せ

〒482-0033 愛知県岩倉市神野町縄境7
一級建築士事務所登録 愛知県知事登録（い-1）第9505号 　建設業許可 愛知県知事（般-29） 第5047号
宅地建物取引業者免許 愛知県知事（2）第22531号

相談
無料

「ウチも築20年を過ぎたからガタが来てるわね」
「そうだなあ、特に毎日使う水まわりは気になるよな」
「そろそろリフォームを考えましょうか…でもメーカー
もいっぱい、商品もいっぱいで選ぶのが大変だわ」
「工事日数が長くかかるようだと何かと不便だろうな」
「あとはお金がいくらかかるか分からないのが心配ね」
そんな不安を抱いていらっしゃる方のために、水まわ
りリフォームの相談会を開催することにしました。人気
メーカーの売れ筋商品を組み合わせた工事費込みの
お得な３点パックなどを用意していますので、ぜひこの
機会にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症
右記の防止策を実施中です
安心してご来店ください !!

もっと「水まわり一新！秋のリフォーム相談会」の内容を知りたい方はウラ面をご覧ください。

水まわりにガタが来ている築20年以上の家にお住まいの方へ水まわりにガタが来ている築20年以上の家にお住まいの方へ

LIXIL、TOTO、クリナップなどの売れ筋商品が
工事費込みのパックになって今回限りの特別価格。

BeforeBefore

AfterAfter うわあ、いいなあ！
我が家もこの機会に
リフォームしようかしら！

来場特典あります。
詳しくは会場にて！



9月4日(土)•5日(日)はニワホームへ行こう!! 相談無料

水まわり一新・秋のリフォーム相談会開
催

10:00～16:00 ニワホーム株式会社

E-mail contact@niwahome.jp

お電話1本即日対応！土・日・祝も営業しています。もちろん見積無料！

0120-44-8968
通話料無料！

LINEで
気軽に
お問合せ

〒482-0033 愛知県岩倉市神野町縄境7
一級建築士事務所登録 愛知県知事登録（い-1）第9505号 　建設業許可 愛知県知事（般-29） 第5047号
宅地建物取引業者免許 愛知県知事（2）第22531号

時間 場所
ニワホームは
岩倉市で創業54年の
総合リフォーム店です !!

ニワホームでリフォーム
の夢を叶えたお客様の声
初めての水まわりリフォームだったので、どの
メーカーのどの商品が良いのか分からなくて
困っていました。だからニワホームさんが人気
メーカーの売れ筋商品をセットで提案してくれ
たことがとてもありがたかったです。おかげで
迷わずに決めることができましたし、仕上りに
も満足しています。

岩倉市新柳町・O様

新築時から使っているキッチン・浴室・洗面が
揃って痛んできたのがリフォームを考え始たき
っかけです。しかし３点まとめてとなるとやはり
それなりの金額になるし、かと言って安売り店
には正直不安がありました。だから地元で実
績のあるニワホームさんがリーズナブルなパッ
クで提案してくれて大変助かりました。

岩倉市大地町・S様

水まわりが使いづらくてずっと我慢していまし
た。でも室内のリフォームは何かと気遣いがい
るし、まして水まわりだと何日か使えなくなる
のが嫌で踏ん切りが付かなくて…。でも思い
切って３点まとめて取り替えたことで工事の日
数を短くできたし、不満が一気に解消して暮
らしやすい家になったのは幸いでした。

岩倉市神野町・M様

水まわりリフォームから
増改築・全面改装まで、
住まいのありとあらゆる
リフォームのご要望にお
応します。また、施工エリ
アは岩倉市を中心に車
で30分圏内に限定。工
事後にトラブルがあった
際もなるべく不自由をお
かけしないようスピード
対応に努めています。

水まわりリフォームから
増改築・全面改装まで、
住まいのありとあらゆる
リフォームのご要望にお
応します。また、施工エリ
アは岩倉市を中心に車
で30分圏内に限定。工
事後にトラブルがあった
際もなるべく不自由をお
かけしないようスピード
対応に努めています。

代表取締役社長
丹羽剛仁

岩倉市出身・52歳

別々に取り替えるより断然お得 !!別々に取り替えるより断然お得 !!

お好みの組み合わせをお選びいただけます！お好みの組み合わせをお選びいただけます！

まとめると工期も短縮・最短５日のスピードリフォームまとめると工期も短縮・最短５日のスピードリフォーム
３点いずれも人気メーカーの売れ筋商品からのセレクト
なので、たくさんのメーカー・商品を見比べて買うものを
選び出す手間がなくなり悩まずに済みます。
バラバラに施工すると運搬・廃材処分・養生などの手間と
費用がその都度かかりますが、まとめることで効率化でき
るのでその分速く、そして安く提供できます。
同じメーカーの商品で揃えることでトータルコーディネ
ートが可能となり、インテリアに統一感が生まれます。

３点いずれも人気メーカーの売れ筋商品からのセレクト
なので、たくさんのメーカー・商品を見比べて買うものを
選び出す手間がなくなり悩まずに済みます。
バラバラに施工すると運搬・廃材処分・養生などの手間と
費用がその都度かかりますが、まとめることで効率化でき
るのでその分速く、そして安く提供できます。
同じメーカーの商品で揃えることでトータルコーディネ
ートが可能となり、インテリアに統一感が生まれます。
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感染予防のため外出を控えたい場合はお電話等での相談・見積依頼も承ります。

相談会でのお約束
押し売り・売り込みは一切ありません。
会場での相談は無料です。一級・二級建築士、
二級建築施工管理技士など経験豊富なプロ
が対応しますので安心してご相談ください。

キッチン 浴　室

洗　面

TOTO
ミッテ
木製 全7色
I型255cm
キッチンパネル含む

TOTO
ミッテ
木製 全7色
I型255cm
キッチンパネル含む

TOTO
マンションリモデルバスルーム
1216 FRP浴槽
カラリ床
魔法びん浴槽

TOTO
マンションリモデルバスルーム
1216 FRP浴槽
カラリ床
魔法びん浴槽

TOTO
オクターブ
木製 ホワイト1色
３面鏡（LED）・2段引出しタイプ
開口90cm

TOTO
オクターブ
木製 ホワイト1色
３面鏡（LED）・2段引出しタイプ
開口90cm 149万円149万円

既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み
既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み

（税込）（税込）

マンションにお住まいで
コスパ重視ならこれ！

キッチン 浴　室

洗　面

タカラスタンダード
エーデル
ホーロー製 全7色
I型255cm
キッチンパネル含む

タカラスタンダード
エーデル
ホーロー製 全7色
I型255cm
キッチンパネル含む

タカラスタンダード
ミーナ
1616 FRP浴槽
パーフェクト保温
ホーロークリーン浴室パネル

タカラスタンダード
ミーナ
1616 FRP浴槽
パーフェクト保温
ホーロークリーン浴室パネル

タカラスタンダード
オンディーヌ
ホーロー製 全5色
３面鏡（LED）・引出しタイプ
開口75cm

タカラスタンダード
オンディーヌ
ホーロー製 全5色
３面鏡（LED）・引出しタイプ
開口75cm 171万円171万円

既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み
既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み

（税込）（税込）

水まわりに最適な素材の
ホーローをお望みならこれ！

キッチン 浴　室

洗　面

LIXIL
シエラS
スライドストッカープラン
木製 全10色 I型255cm
キッチンパネル含む

LIXIL
シエラS
スライドストッカープラン
木製 全10色 I型255cm
キッチンパネル含む

LIXIL
ピアラ
木製 全4色
３面鏡（LED）・引出しタイプ
開口75cm

LIXIL
ピアラ
木製 全4色
３面鏡（LED）・引出しタイプ
開口75cm

LIXIL
アライズ
1616 FRP浴槽
キレイサーモフロア
まる洗いカウンター

LIXIL
アライズ
1616 FRP浴槽
キレイサーモフロア
まる洗いカウンター

158万円158万円
既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み
既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み

（税込）（税込）

一戸建てにお住まいで
まよったらこれ！

浴　室

洗　面

クリナップ
ユアシス
1616 FRP浴槽
浴室まるごと保温
とってもクリンカウンター

クリナップ
ユアシス
1616 FRP浴槽
浴室まるごと保温
とってもクリンカウンター

クリナップ
ファンシオ
木製 全6色
３面鏡（LED）・引出しタイプ
開口75cm

クリナップ
ファンシオ
木製 全6色
３面鏡（LED）・引出しタイプ
開口75cm 179万円179万円

既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み
既設撤去・処分、
組立、内装工事費込み

（税込）（税込）

丈夫で清潔なステンレスの
キッチンをお望みならこれ！

３セット限り ３セット限り

３セット限り ３セット限り

クリナップ
ステディア
ステンレス製 全10色
I型255cm
キッチンパネル含む

クリナップ
ステディア
ステンレス製 全10色
I型255cm
キッチンパネル含む

キッチン
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