
補助金交付申請期間 : 平成29年1月18日（予定）～６月30日（予定）

TOTOの「ネオレスト」「魔法びん浴槽」「エコシングル水栓」などの設置で、補助金の対象となります。

最
大

おトク
情報
おトク
情報

お問い合わせは当店まで

住宅ストック循環支援事業のエコリフォームの概要

3つ以上のエコ住宅設備の設置で、
設備エコ改修となり、補助金の対象となります。

外壁、屋根・天井、床の断熱改修

120,000円
外壁の断熱改修外壁の断熱改修

36,000円
屋根・天井の断熱改修屋根・天井の断熱改修

60,000円
床の断熱改修床の断熱改修

大： 20,000円　中：14,000円　小：8,000円
内窓設置・外窓交換内窓設置・外窓交換

大： 8,000円　中：5,000円　小：3,000円
ガラス交換ガラス交換

大： 25,000円　小：20,000円
ドア交換ドア交換

※オプションでブローバスSXII、水中照明、エアブローIIのいずれかを選択した場合、高
断熱浴槽の対象でなくなる場合があります。詳しくはTOTOホームページをご確認く
ださい。

エコリフォーム補助金額／最大30万円 ※耐震改修を伴う場合は、最大45万円

詳細はこちら 国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000121.html

節水型トイレ 高断熱浴槽 節湯水栓

ネオレストなど 24,000円 補助 魔法びん浴槽など 24,000円 補助 エコシングル水栓など 3,000円 補助

住宅ストック循環支援事業住宅ストック循環支援事業期間限定期間限定期間限定
を活用して

レスト」「魔法びん浴槽」「エコシングル水栓」などの設置で、補助金の対象となります。スト」「魔法びん浴槽」「エ シングル水栓」などの設置で、補助金の対
TOTO商品でリモデルするチャンスです!

浴室のUB設置  30,000円 等
※リフォーム瑕疵保険への加入必須
浴室のUB設置  30,000円 等
※リフォーム瑕疵保険への加入必須

必須　 ～　 のうちいずれかと合わせて
実施すると補助金の対象となります。

バリアフリー改修

木造住宅の劣化対策工事
＋

設備エコ改修1

[必須工事]　 ～　 いずれか1つ以上のリフォーム工事が必要
（　～　の補助金合計額5万円以上であること）

1 1 3
1 3

3

開口部の断熱改修2

3

工事請負契約 交付申請 交付決定 工事完了報告 補助金支払い制度の流れ

段差解消 6,000円段差解消 6,000円

廊下幅等の拡張 30,000円
手すりの設置 6,000円

リフォーム瑕疵保険 11,000円

150,000円耐震改修

 3,000～24,000円 3,000～24,000円

エコ住宅設備の設置

※但し、予算消化次第終了。 

※補助金は、交付決定されなければ受けられません。予めご了承ください。

住宅ストック循環支援事業への申請は、事業者登録した工事店のみ実施できます

対象工事期間: 平成28年11月1日（予定）～平成29年12月31日（予定）

TOTO 住宅ストック循環支援事業相談室/2016年11月1日（火）開設予定
※TOTOの対象商品に関するお問合わせ窓口です。●月曜～金曜 9:00～17:00（土日・祝日・夏季休暇・年末年始休暇はお問い合わせいただけません）

TEL:0120-10-0035　FAX:0120-10-0033



補助金対象のTOTO商品をご紹介します
※補助金の対象となる組合わせについては、当店にお問い合わせください。

ネオレストAH1
希望小売価格 334,000円（税・工事費別）

約1/3の“超節水”を実現
1回の洗浄水量（床排水の場合）

超節水3.8L洗浄（節水型トイレ）

従来品＊1

4.8L（大）

13L（大小共通）

3.8L（大）

ネオレスト
（壁排水）

ネオレスト
（床排水）

＊1 1987-2001年商品
      （TOTO C720R）

浴室リモデル浴室リモデル

トイレリモデルトイレリモデル 木造住宅の劣化対策木造住宅の劣化対策

節湯水栓への取替え節湯水栓への取替え

（段差解消）
（出入口幅の拡張） 魔法びん浴槽（高断熱浴槽）

4時間経っても、お湯の温度の
低下は2.5℃以内。

バリアフリー
入口の段差を解消。
入口の幅も拡大。

天然木手すり（手すり設置）

希望小売価格 9,400円～（税・工事費別）
※オプション　※写真はイメージです。

システムバスルームサザナHSシリーズ
（1坪サイズ1616Sサイズ）
希望小売価格 837,000円（税・工事費別）
※リフォーム瑕疵保険の加入必須
※写真はイメージです。

システムバスルーム サザナプレミアムHGシリーズ
（1坪サイズ 1616Wタイプ）

希望小売価格　　1,250,000円（税・工事費別） ※写真はイメージです。

※高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓、手すりは、複数台数設置しても、補助金額は変わりません。
※バリアフリー工事も各項目（手すりの設置、段差解消，出入口の拡幅）は、それぞれ１か所のみ補助金の対象となります。

GGシリーズ TMGG40E
希望小売価格 39,800円（税・工事費別）

水に空気を含ませる機能で35%節水
（TOTO従来品と比較）できます。

エアインシャワー（節湯水栓）

GGシリーズ TKGG31E
希望小売価格 29,100円（税・工事費別）

カチッとしたクリック感で、水とお湯の境目
がわかり、お湯のムダづかいを防止。

エコシングル水栓（節湯水栓）

24,000円補助

24,000円補助 6,000円補助 30,000円補助

3,000円補助 3,000円補助

立ち座りや、入浴時に心
強い手すりを取り付ける
こともできます。

インテリアバー（手すり設置）

35%
節水

水に空気を混ぜて、35%
節水（TOTO従来品と比
較）。しかも、たっぷりの
浴び心地を実現。

35%
節水

エアインシャワーなど（節湯水栓）

空気

空気

希望小売価格 15,600円～
（税・工事費別）
※オプション

3,000円補助6,000円補助

段差解消
6,000円補助

出入口幅の拡張
30,000円補助

合計　93,000円補助

節水型トイレの設置 24,000円

浴室

トイレ

高断熱浴槽の設置

節湯水栓の設置

手すりの設置

段差の解消

出入口幅の拡張

24,000円

3,000円

6,000円

6,000円

30,000円

＋

約71％節水

約75％節水

年間 トイレ／4人家族あたり

水道代 約15,000円（床排水） 

約15,000円 お得
※1

年間 シャワー／4人家族あたり

水道代 約5,500円／ガス代 約9,000円 

約14,500円 お得
※1

年間 水栓金具／4人家族あたり

水道代 約1,600円／ガス代 約7,000円 

約 8,600円 お得
※1

※1「試算条件等」の最新情報はTOTO
ホームページにてご確認ください。

 （http://www.toto.co.jp）

こんなにおトクです さらに月々の家計費も節約

ユニットバスの設置

2016.10（S1-000 インデックス） NO.5940

※オプションでブロー
バスSXII、水中照
明、エアブローIIのい
ずれかを選択した場
合、高断熱浴槽の
対象でなくなる場合
があります。詳しくは
TOTOホームページ
をご確認ください。
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