
東京ガスライフバル

初夏のくらしフェア
≪日時≫2018 年 6 月 16 日（土）10:00 ～ 17:00
≪会場≫東京ガスライフバル墨田　
           両国ショールーム（東京都墨田区緑 2-13-7）

チラシ有効期間：2018 年 5 月 14 日（月）～ 2018 年 6 月 16 日（土）

お問い合わせはこちら
東京ガスライフバル台東 / 荒川 / 墨田

東京ガス Next one 株式会社
（東京都台東区松が谷 1-3-3）

開催会場

 03-5828-9434
[ 電話受付時間 ] 月～土　9:00 ～ 19:00

日・祝日　9:00 ～ 17:00

担当
http://www.tg-nextone.com/

※お客さまからいただいた「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」に記載されている個人情報は、商品及び東京ガスの電気のご案内にのみ利用いたします。
※抽選は一家族さま１回限りとさせていただきます。　※景品の数に限りがございます。万が一品切れの場合は他の景品に変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。　※画像はイメージです。

JR 総武線「両国駅」徒歩 13分
都営大江戸線「両国駅」徒歩 7分

※ご来場のプレゼントはチラシ・招待状の枚数に関わらず、一家族さま 1 点に限ります。また、景品の数には限りがございます。
万が一品切れの場合は他の景品に変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください
※画像はイメージです。　※「チャーミーマジカ」の種類はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

①パッチョクレラップ　もしくは　②ファーファの

皆さまの
ご来場を
お待ちしています！

どちらかを抽選でプレゼントいたします！

チャーミーマジカ／容量：230ｍｌ

東京ガスの電気が

電気ご使用量のお知らせ（検針票）
　        ご持参 特典！

①パッチョクレラップ ②ファーファ

小さなお子さま連れの
お客さまも大歓迎です。
お子さま向けの企画も
ご用意しております。

「電気ご使用量のお知らせ （検針票）」
をお持ちいただいた方に

台東 /荒川 / 墨田の

ご来場いただいたお客さまへ

「チャーミーマジカ」をプレゼント！

（お子さまは必ず保護者同伴のうえ、ご来場ください。）

「電気の契約先を
　  見直してみませんか？」

東京ガスの 「電気」 が
　　選ばれています！

　

　「新料金メニュー」で電気料金が
　　　　今よりお安くなる
　　　　可能性があります。

ご招待状にお名前等とアンケート欄に
ご記入いただき、 ご来場ください。

URL



※掲載商品は、2018年5月1日現在のもので、品切れや仕様変更、価格変更になる場合がございます。また、商品の色は印刷上、実際の色合い
とは異なる場合があります。 ※チラシ掲載の商品は原則取り寄せとなりますのでご了承ください。 

 

販売価格 

¥190,000 
(税込･工事費別)   

ビルトインコンロ・レンジフード 

N3S04PWASKSTESC  
ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾙﾊﾞｰｶﾞﾗｽ/ｽﾃﾝﾚｽﾌｪｲｽ 

メーカー希望小売価格 
¥314,820（税込･工事費別） 

 
＋ 

N3S04PWASKSTESC  
ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾙﾊﾞｰｶﾞﾗｽ/ｽﾃﾝﾚｽﾌｪｲｽ 

メーカー希望小売価格 
¥314,820（税込･工事費別） 

クリーンecoフード 
XGR-REC-AP603SV 

メーカー希望小売価格 
¥176,040（税込・工事費別） 

¥322,000 
(税込･工事費別)   

同時取替セット 

クリーンecoフード 
XGR-REC-AP603SV 

メーカー希望小売価格 
¥176,040（税込・工事費別） 

※組み合わせは下記のみです。 

＋ 

RHS31W23L7RSTW 
  ﾌﾛｽﾄｱｲｽｼﾙﾊﾞｰガラス/ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ 

メーカー希望小売価格 
¥232,200（税込･工事費別） 

 

クリーンecoフード 
XGR-REC-AP603SV 

メーカー希望小売価格 
¥176,040（税込・工事費別） 

¥296,000 
(税込･工事費別)   

販売価格 

 ¥144,400 
(税込･工事費別)   

＋ 

エコジョーズ暖房風呂給湯器 
XT4218KRSSWCM 
※リモコン別途 

ミスティ 
FBD-4108BUSK-M 

¥390,000 
(税込･工事費別)   

＋ 

エコジョーズ暖房風呂給湯器 
XT4218KRSSWCM 
※リモコン別途 

温守 
XBD-4115BUSK 

¥322,000 
(税込･工事費別)   

暖房風呂給湯器・浴室暖房乾燥機 

同時取替セット 

販売価格 

¥157,200 
(税込･工事費別)   

エコジョーズ暖房風呂給湯器 
XT4218KRSSWCM 
※リモコン別途 

販売価格 

¥248,000 
(税込･工事費別)   

※組み合わせは下記のみです。 

合計金額 

¥490,860 
（税込・工事費別） 

販売価格 

= 
 

合計金額 

¥408,240 
（税込・工事費別） 

販売価格 

= 
 

= 
 

販売価格 

販売価格 = 
 

ミスティ 
FBD-4108BUSK-M 
※熱源機別途 

セットもおまかせください！ 
 

RXシリーズ 
※写真はS28ＶTRXS-W 

Eシリーズ 
※写真はS22VTES-W 

RXシリーズ S28ＶTRXS-W/C（おもに10畳程度） メーカー希望小売価格 ¥475,200 (税込・工事費別) 
Eシリーズ S22VTES-W（おもに6畳程度） オープン価格 

セット価格 ¥329,000 

セット① 

（税込・工事費別） 

セット② 

Eシリーズ 
※写真はS22VTES-W 

SXシリーズ 
※写真はS28VTSXS-T 

ＳXシリーズ S28VTSXS-F/K/W/T（おもに10畳程度）  
                   メーカー希望小売価格 ¥367,200 (税込・工事費別) 
Eシリーズ S22VTES-W（おもに6畳程度） オープン価格 

      

※畳数違いのセットもございます。詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。 

※畳数違いのセットもございます。詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。 

 

セット価格 ¥232,000 
 

（税込・工事費別） 

セット③ 
Eシリーズ 

※写真はS28VTES-W 
Eシリーズ 

※写真はS22VTES-W 

Eシリーズ S28VTES(V)-W（おもに10畳程度） オープン価格 
Eシリーズ S22VTES-W（おもに6畳程度） オープン価格 

 
セット価格 ¥157,000 

※畳数違いのセットもございます。詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。 

 

（税込・工事費別） 

 

S22VTSXS-F/K/W/T（6畳用） 
メーカー希望小売価格 ¥302,400 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥134,000 （税込・工事費別） 
S25VTSXS-F/K/W/T（8畳用） 
メーカー希望小売価格 ¥334,800 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥149,000 （税込・工事費別） 
S28VTSXS-F/K/W/T（10畳用） 
メーカー希望小売価格 ¥367,200 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥164,000 （税込・工事費別） 

S22VTSXS-F/K/W/T（おもに6畳程度） 
メーカー希望小売価格 ¥302,400 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥134,000 （税込・工事費別） 
S25VTSXS-F/K/W/T（おもに8畳程度） 
メーカー希望小売価格 ¥334,800 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥149,000 （税込・工事費別） 
S28VTSXS-F/K/W/T（おもに10畳程度） 
メーカー希望小売価格 ¥367,200 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥164,000 （税込・工事費別） 

※写真は
S22VTSXS-F 

※写真は
S22VTSXS-K 

※写真は
S22VTSXS-T 

※写真は
S22VTSXS-W 

※上記の金額にはエアコン基本工事費は含まれておりません。エアコン基本工事費とは、既存のエアコンからの取り替えで、配管の長さ
が4m以内かつ室外機が地上・ベランダ設置の場合にかかる機器設置・配管費用となります。既存のエアコンを処理する場合、リサイクル
費用・収集運搬費用が別途必要になります。新規取り付けの場合、リサイクル費用・収集運搬費用は不要ですが、穴あけ工事等の費用
が別途必要になる場合がございます。 ※エアコン基本工事費の目安は、既存エアコン取り外しが伴う場合は【¥28,000（税込）】、新規取
り付けの場合は【¥16,200（税込）】となりますが、設置状況により別途費用がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳
しくは弊社担当者へお問い合わせください。 

S22VTSXS-F/K/W/T（おもに6畳程度） 
メーカー希望小売価格 ¥302,400 （税込・工事費別） 

販売価格  ¥134,000（税込・工事費別） 

 S25VTSXS-F/K/W/T（おもに8畳程度） 
メーカー希望小売価格 ¥334,800 （税込・工事費別） 

 販売価格  ¥149,000（税込・工事費別） 

 S28VTSXS-F/K/W/T（おもに10畳程度） 
メーカー希望小売価格 ¥367,200 （税込・工事費別） 

販売価格  ¥164,000（税込・工事費別） 

 

※基本工事費の詳細は弊社までお問い合わせください。 

※基本工事費の詳細は弊社までお問い合わせください。 


