東京ガスライフバル 台東 / 荒川 / 墨田の

でんき ｄｅ ラッキー
キャンペーン 実施中！！

東京ガスの

詳しくは同封のチラシをご覧ください。
当日は会場で「電気料金シミュレーション」も
実施します。
※「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」をご持参ください。

「電気ご使用量のお知らせ（検針票）
」
ご持参 特典！
「電気ご使用量のお知らせ （検針票）」

来て！
見て！
さわれる！

トイレ大相談会

≪日時≫ 2018 年８月 25 日（土）10:00 ～ 17:00
≪会場≫ 東京ガスライフバル台東
松が谷ショールーム（東京都台東区松が谷 1-3-3）

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！
同封のご招待状を
お持ちください !

お名前・ご住所等のご記入もお願いいたします。

をお持ちいただいた方に
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①パッチョクレラップ

②パッチョの非常用トイレ
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どちらかを抽選でプレゼントいたします！
※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。

開催会場

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

チャーミーマジカ
／容量：230ｍｌ

※来場プレゼントはチラシ・招待状の枚数にかかわらず、一組さま 1 点に限ります。

※2017 年 4 月以降の「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」をご持参いただいた方が対象です。

お問い合わせはこちら

※ご記入いただきました個人情報は、弊社のサービス改善及び商品や
各種イベントのご案内に限り利用させていただき、弊社にて適切に
管理いたします。 ※プレゼントの画像はイメージです。

東京ガスライフバル台東
松が谷ショールーム

JR「上野駅」徒歩 12 分
東京メトロ銀座線「稲荷町駅」徒歩 6 分
「田原町駅」徒歩 7 分

（東京都台東区松が谷 1-3-3）

 03-5828-9434

[ 電話受付時間 ] 月～土 9:00 ～ 19:00
日・祝日 9:00 ～ 17:00
担当
URL

※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。

イベント当日、

“あの！ボス水野”が会場に！
元吉本芸人の実演販売士・ボス水野が、
「トイレ」を
楽しく☆面白く☆
紹介します！
※都合により、案内担当者が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

http://www.tg-nextone.com/

皆さまのご来場をお待ちしています！
チラシ有効期間：2018 年 7 月 23 日（月）～ 2018 年 8 月 25 日（土）

トイレ

※画像はイメージです。

アラウーノ XCH1303RWS
XCH1303RWS
アラウーノ

アラウーノSⅡ XCH1401RWS

メーカー希望小売価格
¥222,480（税込）

＋

メーカー希望小売価格
¥307,800（税込）

基本工事費
¥58,320（税込）

販売価格

合計金額
（税込・基本工事費込）

基本工事費
¥58,320（税込）
販売価格

合計金額

¥223,000

= ¥280,800

＋

= ¥366,120
（税込・基本工事費込）

¥308,000

※画像はイメージです。

メーカー希望小売価格合計
¥243,648（税込）
合計金額

= ¥301,968
（税込・基本工事費込）

(税込･基本工事費込)

(税込･基本工事費込)

ネオレスト CES9768M#NW1

ピュアレストQR CS230BM + SH233BA
TCF4713AK

メーカー希望小売価格
¥382,320（税込）

基本工事費
¥58,320（税込）
販売価格

＋

合計金額

¥205,000

= ¥440,640
（税込・基本工事費込）

基本工事費
¥58,320（税込）
販売価格

＋

¥349,000
(税込･基本工事費込)

(税込･基本工事費込)

※【トイレ基本工事費】既設洋式便所・タンク撤去、便器・タンク取付、給排水管接続、床仕上げ材張替工事。※床排水洋式トイレからの交換設置を想定しています。※お客さま宅の状況により、別途料金が発生する場合があります。

暖房風呂給湯器・浴室暖房乾燥機

ビルトインコンロ・レンジフード

同時取替セット

同時取替セット

※組み合わせは下記のみです。

※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
クリーンフード
XGR-REC-AP603 SV
メーカー希望小売価格
¥176,040（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）

¥322,000

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）

=

＋

¥390,000

販売価格

¥190,000
(税込･工事費別)

(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

ミスティ
FBD-4108BUSK-M

(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)

合計金額

¥408,240
＋

=

（税込・工事費別）

販売価格
RHS31W23L7RSTW
クリーンフード
ﾌﾛｽﾄｱｲｽｼﾙﾊﾞｰｶﾞﾗｽ/ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ
XGR-REC-AP603 SV
メーカー希望小売価格
メーカー希望小売価格
¥232,200（税込･工事費別）
¥176,040（税込・工事費別）

¥296,000
(税込･工事費別)

＋
クリーンフード
XGR-REC-AP603 SV
メーカー希望小売価格
¥176,040（税込・工事費別）

販売価格

¥144,400
(税込･工事費別)

※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

¥322,000
エコジョーズ 暖房風呂給湯器
XT4218KRSSWCM
※リモコン別途

温守
XBD-4115BUSK

(税込･工事費別)

ミスティ
FBD-4108BUSK-M
※熱源機別途

販売価格

¥157,200
(税込･工事費別)

