
小さなお子様をお預かりする
託児サービス
10/22(火)・26(土)・27(日)限定 10/22(火)・26(土)限定

さらにお得にリフォーム！
お見積り大抽選会開催！
10月22日(火)～28日(月)のフェア期間

中にTOTO・DAIKEN・YKK APコラボ

レーションショールームに、ご来場いた

だき2社以上のお見積り(一部ご相談)の

ご依頼で抽選会にご参加いただけます。

素敵な商品をゲットするチャンスです！

保育士資格をもったプロおよび保育経験の

あるスタッフがお子様をお預かりいたします。

ショールームのご見学やセミナーにゆっくり

とご参加いただけます。（対象年齢２～８歳）
※託児希望の方は当日会場にてお申込ください。
※満員の場合は、アドバイザーによる接客をご予約のお客様
を優先させていただく場合がありますのでご了承ください。

インテリアボード
手作りコーナー

クロス（壁紙）を使ってお部屋を彩るイン

テリアボードをつくりませんか？今回のク

ロスは人気の北欧柄♪お気に入りのクロス

でお部屋にアクセント！是非ご参加下さい。

おひとり１つまで。
協力会社：サンゲツ

10/26(土)限定

ハンドトリートメントサービス

POLAハンドマッサージ体験。10分で心も体もリ

フレッシュ！ハンドトリートメントで至福のひとと

きを。サンプルプレゼントもご用意しております。
協力会社：ポーラ

10/25(金)・26(土)限定Coffee break
YKK自家農園（ブラジル）コーヒー

「カフェ・ボンフィーノ」特別提供！

直輸入の香り高い最高級のコー

ヒー豆。今回特別に試飲いただけ

ます。26日はコーヒーの美味しい

淹れ方についてもご紹介致します。
※カフェ・ボンフィーノは最高級品質認定
スペシャルティコーヒーです。

！！

カタログギフト イッタラ アイノ
アアルトタンブラー
２個組

快適珪藻土バスマット

ワイヤレスコンパクト
充電器(Ｑi専用)

今治産エコマーク付
たおるギフトセット

mozカラフル
ミニプレート

無料コーナー

Point

4
Present

※景品は予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。

詳しくは裏面をご覧ください

♪



協賛：

次世代住宅ポイント
シミュレーションコーナー開設
増税後のリフォームは、次世代住宅ポイントがもらえる今がチャンス！

TOTO、DAIKEN、YKK AP商品による取得ポイント（一例）

太陽と風と仲良くすごす家
自然を取り込む大きな窓と広々デッキに

次世代住宅ポイント制度とは

増税後のリフォームはおトクに！ 楽しい 情報満載のイベントも盛りだくさん！増税後のリフォームはおトクに！ 楽しい 情報満載のイベントも盛りだくさん！

収納王子コジマジックの
「笑って学べる収納術」

❶ QRコードから予約ページにアクセス。
 URL：https://tdytokyo-event.com
❷ 参加希望のセミナー・教室を選ぶ。
❸ 必要事項をご記入の上お申し込みください。

誰でも簡単にお片付
け上手になれ、一生
使えるコジマジックの
収納術「収育」を、楽
しく伝授。コジマジッ
クが、あなたのココロ
も、お部屋も、スッキリ
きれいになるアドバ
イスをいたします。

話題の家事代行サービ
ス「タスカジ」より、掃除
のプロとしてメディアに
も多数登場している"み
けままさん"登壇。週末
掃除で大掃除いらずに
なるコツを水回り中心に
伝授！リフォーム前に聞
きたい、掃除しやすい設
備の選び方など、すぐに参考になるネタ満載です。

料理を公式化すること
でレシピが不要に！肉
が焼ける温度、塩分濃
度、だしの黄金比…料
理の作り方には科学的
根拠がある！誰でも必
ず、おいしく作れるツ
ボを、実演で論理的に
解説します。

キリン健康セミナー
「免疫」と「プラズマ乳酸菌」

の関係について

健やかなくら
しのために、乳
酸菌と免疫力の関係性・免疫細胞
の働きや風邪・インフルエンザ、
アンチエイジングなどへの効果
について、情報をお伝えします。

2019年10月の消費税率引上げに伴い、良質な住宅ストックの形成に

資する住宅投資の喚起を通じて、税率引上げ前後の需要変動の平準化

を図るため、税率10％で一定の性能を有する住宅を取得する者等に対

して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
※本制度の最新の情報は,国土交通省や次世代住宅ポイント事務局で必ずご確認ください。

リビングと庭をつなぐ大きな窓と、外に張り出したテラスと軒。

部屋にいながら外の空気を感じ、庭にいながら部屋のようにく

つろげる、そんな住まいをご体感ください。

子育てパパママの家族時間
家事負担を少なくする家族想いのカタチ

ポイントは、忙しいけど家族一緒の時間がうまれること。まずは効率的

な家事動線。そして会話をしながら料理のできるキッチンや、お掃除

ラクラクのお風呂や洗面。家族のこと、家事導線を考えた住まいです。

Point

1
住まいづくり、収納、インテリアからお料理、ワークショップまで。

聞いておきたい、知っておきたい
セミナーや教室が目白押し！
下記、スケジュールで開催いたします。参加ご希望の方は、下記の専用予約ページからお申し込みください。

Point

3

「十人十家」プラン体験

今話題の360度VR体験コーナー
パノラマ動画で憧れの空間を体験してください。

Point

2

TOTO
商品名：ネオレスト

ハイブリッドシリーズ AHタイプ

掃除しやすいトイレ

18,000ポイント／戸

DAIKEN
商品名：壁大将

耐震リフォームで

最大150,000ポイント

YKK AP
商品名：かんたんドアリモ

来て見て
体感VR！

1箇所10分の週末掃除で
大掃除いらず！

講師 ： タスカジ みけままさん

ロジカル料理教室

講師 ： 前田量子さん
 料理家/管理栄養士/前田量子料理教室主宰
 一般社団法人「日本ロジカル調理協会」主催

講師 ：
キリンビバレッジ

北欧の暮らしを楽しむ

北欧フィンランドのお菓子とコーヒー
を楽しみながら、装飾品「ヒンメリ」
づくりを体験。ペーパーナプキンを
使ったテーブルコーディネート等、
楽しむ暮らし方をご紹介。
（10/22・26で内容が異なります。
詳しくは予約ページをご覧ください。）

協力 ： 荻窪・フィンランドカフェ
 キエロティエ （Kielotie）

お片付け親子講座
「わけるくん」
カードを使って、たの
しく学べる!体験型お
片付け教室。お子様
が片付ける習慣を早
いうちに身に付けることが、ご家
族の家事楽!!時短にも!!お子様と
一緒に学んでみませんか。

講師 ： 大建工業 内村恵美さん

コンランショップセミナー
Shaped by Conran
心豊かな暮らし。これからのカタチ。

心豊かな暮らしのカタチは人それぞれ。
正解はひとつではありません。ザ・コン
ランショップが考える「心豊かな暮ら
しのカタチ」キーワードを紹介します。

講師 ：
株式会社コンランショップ・ジャパン
法人営業担当 加藤亜矢子さん

1 2 3

4 5 6 7

上記、セミナー・教室へのご参加希望の方は、
こちらからお申し込みください。

講師 : コジマジック（小島弘章）さん
 一般社団法人「日本収納検定協会」理事

定員になり次第
受付終了となります

参加費
無料！！
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コジマジック
収納セミナー

タスカジお掃除セミナー

ロジカル料理教室 ロジカル料理教室 お片付け親子講座
「わけるくん」

キリン健康セミナー 北欧の暮らしを楽しむ

Simulation

Virtual
    Reality

Seminar

断熱性の高いドアに交換
［大］ドア：1.8㎡以上 / 引戸：3.0㎡以上

28,000ポイント/箇所

※ドアもしくは、引戸の戸枠の枠外寸法を測定

獲得できる
ポイントが

その場で
わかる！！

カリスマ家
政婦直伝！

セミナーWEB受付注意事項
●TOTO、DAIKEN、YKK AP（以下TDY）は、お申込いただいた情報の適切な安全管理を行い、
当イベント以外には利用いたしません。 ●TDYは申込受付業務を株式会社プログレスに委託しております。

ご希望の方に

「十人十家」
コレクションブック
差し上げます
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北欧の暮らしを楽しむ
5
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