
秋 祭 り ⾬天決⾏

来場⾃由！

 

⽇ AM9:00〜15:30

合同会社クラフト

 

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２
〒972-8326

 

㊗㊗５周年記念チャリティーイベント&

 

㊗㊗５周年記念チャリティーイベント&

LIXILリフォームショップ	クラフト

家族みんなで遊びに来てね♪

0120-626246

    

裏ページもみてね！

LIXILリフォームショップ	クラフトオープニング

 

地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

14:30~15:00	家族で記念⼿形作り
13:30~14:30	光る泥だんご作り

13:00~13:30	市内のアマチュアバンドコンサート♪
11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

網⼾張替え1枚500円受付開始!!AM9:00~
バックホウ試乗体験

<	タイムスケジュール	>

※なくなり次第終了

※先着5名様

 
※先着5セット

※先着5名様

※先着5セット

※駐⾞場は敷地内、もしくは

 藤原⼩学校⼊り⼝にある

			第２駐⾞場をご利⽤

 くださいませ。

※オレンジ⾊の

 LIXILリフォームショップ

 看板が⽬印です！

ご来場特典②

光る泥団⼦つくり☆

 

わくわく

ドキ
ドキ
...

リフォームなんでも相談コーナー

移動展⺬⾞がやってくる！
 

 住まいの気になる事やお悩み、

 家族構成、理想の暮らしの

 	イメージを分析データ化！

 		ライフスタイル無料診断！

 	概算⾒積もその場で作成！

 住まいの気になる事やお悩み、

 

 

バックホウ試乗体験！

♪♪ ご来場特典⑤

じゃんけん⼤会！

景品が当たる！

ガレージセール

※イベント内容は当⽇の状況で⼀部変更する場合がございます。

 

ご来場特典⑥

※当⽇現⾦⽀払いに限ります。

特典③
11/18

駄菓⼦詰め放題♡

ご来場特典⑧

 

ご来場特典④

上棟式

1枚500円‼

お⼦
様に
⼤⼈
気！

AM9:00〜15:30
 
グ
ラ
ン

看
板
⽝

ホットコーヒー

ジュースジュース
ポップコーン

アメリカン

ホットドック

参加費無料！

先着5セット！

ご来場特典⑦

 

ハンドドリップ

網⼾張替え

破れた網⼾をお持ち込み下さい！

フード＆ドリンク無料サービス!!

 

ご来場特典⑨

⼿形作り

ご来場特典⑩

 

エアストリームカフェ

 

スタンプコンクリート

参加費無料！

先着5名様！

 

※なくなり次第終了

 

淹れたてコーヒーサービス♪

ご来場特典⑪⑪
トイレットペーパー積み上げに

    チャレンジ！

Chal
leng

e!!

 積み上げた分はもれなく
お持ち帰り出来ます♪

 

売上⾦の⼀部は、

⽇本盲導⽝協会へ

寄付させて頂きます。

 

OPE
N

												ご来場特典①

チラシ持参で新⽶プレゼント‼

 

※オレンジ⾊の

 LIXILリフォームショップ

 看板が⽬印です！

※オレンジ⾊の

 LIXILリフォームショップ

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

※オレンジ⾊の

エアストリームカフェエアストリームカフェエアストリームカフェエアストリームカフェエアストリームカフェエアストリームカフェ

駄菓⼦詰め放題♡駄菓⼦詰め放題♡

ご来場特典⑧
ハンドドリップ

ホットコーヒー

駄菓⼦詰め放題♡

エアストリームカフェエアストリームカフェエアストリームカフェ

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２いわき市常磐藤原町⼤畑97−２いわき市常磐藤原町⼤畑97−２

13:30~14:30	光る泥だんご作り
14:30~15:00	家族で記念⼿形作り
13:30~14:30	光る泥だんご作り

ご来場特典⑧

 藤原⼩学校⼊り⼝にある

			第２駐⾞場をご利⽤

ご来場特典⑥

 くださいませ。

景品が当たる！景品が当たる！景品が当たる！

５周年記念チャリティーイベント&

LIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフト

ドキ
ドキ
...

バックホウ試乗体験

<	タイムスケジュール	>

網⼾張替え1枚500円受付開始!!
バックホウ試乗体験

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

14:30~15:00	家族で記念⼿形作り
13:30~14:30	光る泥だんご作り
14:30~15:00	家族で記念⼿形作り
13:30~14:30	光る泥だんご作り
14:30~15:00	家族で記念⼿形作り

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

13:00~13:30	市内のアマチュアバンドコンサート♪
11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

 LIXILリフォームショップ

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

※オレンジ⾊の

じゃんけん⼤会！

景品が当たる！

移動展⺬⾞がやってくる！

ありがとうの気持ちを込めて。ありがとうの気持ちを込めて。ありがとうの気持ちを込めて。

地元の皆様に地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

11/18

移動展⺬⾞がやってくる！

11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り
11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り
11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

13:00~13:30	市内のアマチュアバンドコンサート♪
11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

11/18

トイレットペーパー積み上げに

⑪⑪

トイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げに

 看板が⽬印です！⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪

トイレットペーパー積み上げに

 看板が⽬印です！

合同会社クラフト合同会社クラフト合同会社クラフト合同会社クラフト

 LIXILリフォームショップ

 看板が⽬印です！ご来場特典⑪⑪
トイレットペーパー積み上げに

 看板が⽬印です！

Chal
leng

e!!

Chal
leng

e!!

Chal
leng

e!!

Chal
leng

e!!

合同会社クラフト

リフォームなんでも相談コーナー

合同会社クラフト

※駐⾞場は敷地内、もしくは※駐⾞場は敷地内、もしくは

 藤原⼩学校⼊り⼝にある

合同会社クラフト

※駐⾞場は敷地内、もしくは

 藤原⼩学校⼊り⼝にある

			第２駐⾞場をご利⽤

 くださいませ。

ご来場特典⑤

寄付させて頂きます。

来場⾃由！来場⾃由！

⽇本盲導⽝協会へ

寄付させて頂きます。

ご来場特典④ご来場特典④

上棟式上棟式

LIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフト
⾬天決⾏

LIXILリフォームショップ	クラフト
⾬天決⾏

来場⾃由！
⾬天決⾏⾬天決⾏

来場⾃由！

ガレージセールガレージセールガレージセール

り

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

網⼾張替え1枚500円受付開始!!

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題
10:00~11:00	光る泥だんご作り

LIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフト

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題
10:00~11:00	光る泥だんご作り

網⼾張替え1枚500円受付開始!!
バックホウ試乗体験
網⼾張替え1枚500円受付開始!!

バックホウ試乗体験
網⼾張替え1枚500円受付開始!!

バックホウ試乗体験

9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

網⼾張替え1枚500円受付開始!!

AM9:00〜15:30

わくわくわくわく

ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤

わくわく

ご来場特典⑤

わくわくわくわく

ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤

わくわく

AM9:00〜15:30AM9:00〜15:30AM9:00〜15:30AM9:00〜15:30AM9:00〜15:30

チラシ持参で新⽶プレゼント‼

												ご来場特典①												ご来場特典①

ご来場特典④ご来場特典④ご来場特典④ご来場特典④

上棟式上棟式

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２

※オレンジ⾊の

 LIXILリフォームショップ

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

※オレンジ⾊の

エアストリームカフェエアストリームカフェエアストリームカフェ

駄菓⼦詰め放題♡駄菓⼦詰め放題♡

ご来場特典⑧ホットコーヒー
ハンドドリップ

エアストリームカフェエアストリームカフェ

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２

14:30~15:00	家族で記念⼿形作り
13:30~14:30	光る泥だんご作り

13:00~13:30	市内のアマチュアバンドコンサート♪

ご来場特典⑧

 藤原⼩学校⼊り⼝にある

			第２駐⾞場をご利⽤

 くださいませ。

景品が当たる！

５周年記念チャリティーイベント&

LIXILリフォームショップ	クラフト

ドキ
ドキ
...

網⼾張替え1枚500円受付開始!!
バックホウ試乗体験

<	タイムスケジュール	>

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

14:30~15:00	家族で記念⼿形作り
13:30~14:30	光る泥だんご作り

13:00~13:30	市内のアマチュアバンドコンサート♪
11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

15:00~15:30	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式

14:30~15:00	家族で記念⼿形作り

※オレンジ⾊の

景品が当たる！

移動展⺬⾞がやってくる！

地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

11/18

移動展⺬⾞がやってくる！

11:30~12:00	お楽しみじゃんけん⼤会	&	上棟式
11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

地元の皆様に

ありがとうの気持ちを込めて。

11/18

 LIXILリフォームショップ

 看板が⽬印です！ご来場特典⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪
トイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げにトイレットペーパー積み上げに

合同会社クラフト合同会社クラフト

 LIXILリフォームショップ

 看板が⽬印です！ご来場特典⑪⑪
トイレットペーパー積み上げに

合同会社クラフト

リフォームなんでも相談コーナー

※駐⾞場は敷地内、もしくは

 藤原⼩学校⼊り⼝にある

合同会社クラフト

※駐⾞場は敷地内、もしくは

 藤原⼩学校⼊り⼝にある 藤原⼩学校⼊り⼝にある

			第２駐⾞場をご利⽤			第２駐⾞場をご利⽤

 くださいませ。 くださいませ。

ご来場特典⑤

寄付させて頂きます。寄付させて頂きます。

来場⾃由！

⽇本盲導⽝協会へ

寄付させて頂きます。

ご来場特典④

上棟式上棟式

LIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフト
⾬天決⾏

LIXILリフォームショップ	クラフト
⾬天決⾏

来場⾃由！

LIXILリフォームショップ	クラフト

ガレージセールガレージセールガレージセール

り

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

網⼾張替え1枚500円受付開始!!

11:00~11:30	家族で記念⼿形作り

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

LIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフトLIXILリフォームショップ	クラフト

10:00~11:00	光る泥だんご作り
9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題9:30~10:00	駄菓⼦詰め放題

網⼾張替え1枚500円受付開始!!
バックホウ試乗体験

り
AM9:00〜15:30AM9:00〜15:30

わくわくわくわく

ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤

わくわくわくわく

ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤ご来場特典⑤

AM9:00〜15:30AM9:00〜15:30

⽇本盲導⽝協会へ

寄付させて頂きます。寄付させて頂きます。寄付させて頂きます。

チラシ持参で新⽶プレゼント‼

												ご来場特典①

ご来場特典④ご来場特典④ご来場特典④

上棟式上棟式

いわき市常磐藤原町⼤畑97−２



※税別

1⽇限りの特別価格！！

11/18	⽇	AM9:00~15:30

LIXILリフォームショップ

クラフト 0120-626246

〒972-8326

いわき市常磐藤原町⼤畑97-2

Let'
s	GO

!!

開催！秋 祭 り

⽔廻り４点セット!
	LIXILが厳選した

	

⾬天決⾏！

来場⾃由！

 

スタンダード

※消費税別

※⼯事費別

スタンダード

キッチン	アレスタ

トイレ	プレアス

97,9万円
2,227,600円

エコノミー

 

エコノミー

バスルーム	アライズ1616キッチン	シエラ

洗⾯	オフトトイレ	アメージュZ

※⼯事費別

※消費税別66万円
1,643,200円
商品定価 商品定価

60%
OFF

!
56%

OFF
!

洗⾯	ピアラ

※写真はカタログのイメージです。

HAPPY♪

5周年！

※単品販売等のご相談も承ります。

コンテナガレージ展⺬	‼

バスルーム	アライズ1616

限定５組！

 
限定５組！

 

※無⾦利リフォームローン

 分割60回払い

 ⽉々11,000円

※無⾦利リフォームローン

 分割60回払い

 初回17,300円

 ⽉々16,300円

∼	オープン記念	∼

キッチン+バスルーム+トイレ+洗⾯化粧台

 
まとめてお得なパッケージに♪

 

※当⽇、

 現⾦⽀払いに限ります。

 

35,000円
※⼯事費別（税込）

限定１個！

80,892円

60%OFF!

新品在庫品！

60%OFF!
78,084円

34,000円
※⼯事費別

限定１個！

（税込）

⽴⽔栓ユニット	アルマ

ライムミックスLM

 
オアシスシリーズ	

ブリックタイプ（ミルキー）

 

※単品販売等のご相談も承ります。※単品販売等のご相談も承ります。※単品販売等のご相談も承ります。

まとめてお得なパッケージに♪まとめてお得なパッケージに♪

※単品販売等のご相談も承ります。

まとめてお得なパッケージに♪

※単品販売等のご相談も承ります。

まとめてお得なパッケージに♪

	LIXILが厳選した

キッチン+バスルーム+トイレ+洗⾯化粧台

	LIXILが厳選した

キッチン+バスルーム+トイレ+洗⾯化粧台

⽔廻り４点セット!⽔廻り４点セット!⽔廻り４点セット!
	LIXILが厳選した

キッチン+バスルーム+トイレ+洗⾯化粧台

まとめてお得なパッケージに♪

キッチン+バスルーム+トイレ+洗⾯化粧台

まとめてお得なパッケージに♪

※単品販売等のご相談も承ります。

まとめてお得なパッケージに♪

LIXILリフォームショップLIXILリフォームショップ
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