
毎月500円（税込）※1 で、ガス機器※2故障時の、修理も買い替えもサポート！

○ご希望の方には詳しい内容をお送りいたします。詳しくは

買い替え
特典

修理保証

※1：契約初年度は1年間解約できません。料金は年額6,000円（税込）をクレジットカードによる月賦払い[月額500円（税
込）×12回]のみでお支払いいただきます（分割手数料はかかりません）。2年目以降は月単位で解約可能です。　※2：国内
メーカー製造の都市ガス用家庭向けガス機器・温水端末機器が対象となります。一部対象外がございます。対象外例：エネ
ファーム、エコウィル、ハイブリッド給湯器、HEATS、GHP、業務用機器等。　※3：東京ガスグループとは、東京ガスライフバ
ル・エネスタ・エネフィットのことです。　※4：部品が入手できない場合や安全性の観点から修理できない場合があります
（その場合は買い替えをおすすめいたします）。　※5：買い替え特典は機器の故障時に、安全性の観点や修理不可等一定
の条件により東京ガスが取り扱う同一商品群の機器へ買い替えいただく場合に受けられます。同一商品群の機器につい
て、東京ガスのホームページにてご確認ください。買い替える商品によって特典額が異なります（現金給付は行いません。実
際の購入価格を上限とします）。なお、故障した対象機器1台につき、1回限り適用され、最初に修理訪問のお申し込みをい
ただいた月から3ヶ月以内の月末までに、買い替えた機器の設置が完了したものが対象となります（エネファーム等の買い
替えについては1年以内となります）。

メーカー希望小売価格

特 典 1

特 典 2

大抽選会開催 招待状をご持参の上ご来場いただいた方には、
もれなくその場で素敵な景品が当たる大抽選会に
ご参加いただけます。

招待状をご持参の上ご来場いただいた方には、
もれなくその場で素敵な景品が当たる大抽選会に
ご参加いただけます。

1等 2等 3等

4等
【1等～4等】
※景品は数に限りがあります。なくなった場合、他の景品となります。

【1等】
※本券は国際通り本店でのみ使用できます。
※チケットの詳細は浅草今半様までお問い合わせください。

浅草今半
ペアランチ
ご利用券

パッチョの
クレラップ
パッチョの

電気ご使用量のお知らせ（検針票）

『チャーミーマジカ』or
『ジップロック®スクリューロック®』
のどちらかを抽選でプレゼント！

現在お使いの電気使用状況（平成30年4月分以降）がわかるもの（電気ご使用量のお知らせ（検針票）／
Web画面など）をご持参された方が対象となります。
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※お客さまからいただいた個人情報は「電気料金シミュレーション」や当社の供給する商品・サービスのお知らせ、催し物のご案内にのみ利用します。　※プレゼントの数には限りがあります。な
くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。　※プレゼントは1家族1点限りとさせていただきます。

※3

※4

※3

※5

封筒1枚に
つき一回抽選
できます。

presented by

東京ガスライフバル
台東 / 荒川 / 墨田

2019.2/9●10● 10:00-17:00土 日

〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-9-10

<会 場  > すみだ産業会館 マルイ錦糸町店8階

のあるくらし展

〈電話受付時間〉月曜日～土曜日 9：00～19：00　日曜日・祝日 9：00～17：00

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

チラシ有効期間：2019年2月9日（土）・2019年2月10日（日）《お問い合わせはこちらまで》

☎03-5828-9434
東京ガスNext one株式会社
東京ガスライフバル台東／荒川／墨田

東京都台東区松が谷1-3-3

墨田区江東橋3-9-10会場MAP

※1.半額チケットは1枚につき1回限り有効です。
※2.家事代行サービス【料理代行・掃除代行スポットプラン】：カジタク通常価格13,176円のところ、4,860円でご提供いたします。どちらも別途、移動費1,037円が発生いたします（お客さま
ご負担）。また、延長をご希望のお客さまには30分毎2,430円にてご対応いたします。

※3.ハウスクリーニング【浴室・キッチン・レンジフード】：カジタク通常価格12,960円のところ、5,832円でご提供いたします。各種追加オプションは東京ガスグループ通常価格にてご対応い
たします。

※4.家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスについて詳しくはお問い合わせください。
※5.東京ガスグループが実施する他のビルトインコンロキャンペーンとの併用はできません。
●価格はすべて税込金額です。●上記記載の東京ガスグループとは、東京ガス／東京ガスライフバル／エネスタのことを指します。

★対象ビルトインコンロ：ノーリツ「プログレ」「プログレプラス」「スタイリッシュブリンク+do」、リンナイ「デリシア」「デリシアグリレ」、パロマ「クレア」（※5）

ハウスクリーニングサービス

の中から1つ

キャンペーン期間中に弊社で  対象のビルトインコンロ★   ご購入で…

もしくは

プレゼント!

※本チラシ掲載の画像は全てイメージです。

レンジフード浴室 キッチン

料理代行 掃除代行

のどちらか1つのどちらか1つのどちらか1つのどちらか1つ

スポットプラン（東京ガスグループ価格）

2.0時間9,720円（税込）→4,860円（税込）

半額チケット（※1）

ハウスクリーニングサービスハウスクリーニングサービスハウスクリーニングサービス

の中から1つの中から1つの中から1つ

1ヶ所お掃除（東京ガスグループ価格）
11,664円（税込）→5,832円（税込）

半額チケット（※1）

（※4） 家事代行サービス（※2）

（※3）

キャンペーン期間
2019年1月15日（火）～2019年3月31日（日）



※本チラシ掲載の画像は全てイメージです。※各基本工事の詳細は担当者までお問い合わせください。※工事費は、設置場所の状況により、別途費用がかかる場合があります。※本チラシ掲載の商品は、原則取り寄せとなります。※本チラシ掲載の商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。※本チラシ掲載商品の色合いは、実際の商品の色合いとは多少異なる可能性がございます。※本チラシ掲載商品は会場に展示さ
れていない場合があります。予めご了承ください。

テ ー ブ ル コ ン ロ

ト イ レ

ホーロートップ
水無し両面焼グリル
NLW2261TQ2SGL(R)
（ライトグレーホーロー）
メーカー希望小売価格：68,904円（税込）

販売価格 52,000円（税込）
※ガステーブルのご使用には、ガスソフトコードなどの接続部品が必要です。（別売）
　また、掲載価格の他に配達費が別途必要となります。

販売価格149,000円（税込・工事費別）

リッセ　RHS31W23L7RSTW
（フロストアイスシルバーガラス/ステンレスパネル）
メーカー希望小売価格：232,200円（税込・工事費別）

ＸＣＨ１４０１ＲＷＳＸＣＨ１４０１ＲＷＳ
●アラウーノSⅡ（Panasonic）

ＣＥＳ９７８８Ｍ  ＃ＮＷ１ＣＥＳ９７８８Ｍ  ＃ＮＷ１

販売価格

295,000円
（税込・工事費別）

●ネオレストＡH1（TOTO）

シ ス テ ム キ ッ チ ン

●レシピア（ノーリツ）

●ステディア（クリナップ） 2550サイズ　クラス4

2400サイズ　グループ3

※写真のオプション品（コンロ・キッチンパネル）は価格には含まれません。※写真のオプション品（コンロ・キッチンパネル）は価格には含まれません。

※写真のオプション品（コンロ・キッチンパネル）は価格には含まれません。※写真のオプション品（コンロ・キッチンパネル）は価格には含まれません。

※写真のオプション品（浴槽横インテリア・バー（I型））は価格には含まれません。上記画像は1418サイズです。※写真のオプション品（浴槽横インテリア・バー（I型））は価格には含まれません。上記画像は1418サイズです。

販売価格626,000円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格（税込・工事費別）905,148円

販売価格436,000円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格（税込・工事費別）1,064,340円

シ ス テ ム バ ス

●サザナHS（TOTO） 

●WGシリーズ（TOTO） 1216　Ｄタイプ

販売価格525,000円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格（税込・工事費別）1,034,640円

※写真のオプション品（引き違い窓・フラット収納棚ガードバー付（3段））は価格には含まれません。※写真のオプション品（引き違い窓・フラット収納棚ガードバー付（3段））は価格には含まれません。

販売価格436,000円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格（税込・工事費別）991,008円

天板幅
60cm

フィルターがないからお掃除ラクラク！
換気扇
エアプロ〈シルバーメタリック〉
XGR-REC-AP603 SV
クリーンフード（ノンフィルタ・スリム型）
メーカー希望小売価格：176,040円（税込・工事費別）

販売価格144,400円（税込・工事費別） ※AirPROはフジテックメンテナンス（株）
　の登録商標です。

レ ン ジ フ ー ド

幅
60cm

天板幅
約60cm

テレビで話題の「コパコーポレーション」の
実演販売士が登場！実演販売

随時開催

愛のあるくらし展にブレーカー足立とパワフル小倉がやってきます！
テレビで大活躍の二人がキッチン・お風呂を楽しく紹介！

ぜひ実演販売を見に来てください！

「コパコーポレーション」の
実演販売
随時開催

愛のあるくらし展にブレーカー足立とパワフル小倉がやってきます！

パワフル小倉ブレーカー足立

販売価格 99,000円（税込・工事費別）

ブリリオ　PD-701WS-60CD
（クリアパールダークグレーハイパーガラスコート/ジュエルシルバーフェイス）
メーカー希望小売価格：183,600円（税込・工事費別） 天板幅

60cm

ご購入
特典対象

ご購入
特典対象

プログレ
N3S04PWASKSTESC（プラチナシルバーガラス/ステンレスフェイス）
メーカー希望小売価格：314,820円（税込・工事費別）

プログレ
N3S04PWASKSTESC（プラチナシルバーガラス/ステンレスフェイス）
メーカー希望小売価格：314,820円（税込・工事費別）

天板幅
60cm190,000円（税込・工事費別）

販売
価格 

デリシア
RHS31W22E4R2D-STW（アローズホワイトガラス/ステンレスパネル）
メーカー希望小売価格：325,080円（税込・工事費別）

デリシア
RHS31W22E4R2D-STW（アローズホワイトガラス/ステンレスパネル）
メーカー希望小売価格：325,080円（税込・工事費別）

天板幅
60cm222,400円（税込・工事費別）

販売
価格 

！

※AirPROはフジテックメンテナンス（株）

レ ン ジ フ ー ドレ ン ジ フ ー ド

WGV1216JDX3BK

1616　Sタイプ HSV1616USX4BF

マルチグリルならどんな料理も自由自在！

同梱品

プレートパン

SRG7260 SRG7262

キャセロール

日常使いから本格料理まで楽しめる！

同梱品

ココット
ダッチオーブン

同梱品 同梱品

ラ・クック（サングリアレッド）

RBO-PC90W RBO-D2V

ココットプレート
（ワイド型）ブラック

RBO-PC90W
ココットプレート（ワイド型）ブラック

PGD-10R

ご購入
特典対象 …こちらのマークは表面に記載の…こちらのマークは表面に記載の 対象機種です。対象機種です。…こちらのマークは表面に記載の…こちらのマークは表面に記載の…こちらのマークは表面に記載の 対象機種です。対象機種です。対象機種です。

※写真のオプション品（紙巻器・カウンター
・建材・壁紙・床）は価格には含まれません。

メーカー希望小売価格（税込・工事費別）
382,320円

販売価格

180,000円
（税込・工事費別）

※写真のオプション品（紙巻器・カウンター
・建材・壁紙・床）は価格には含まれません。

メーカー希望小売価格（税込・工事費別）
222,480円


