
どうしても
会場に
来れない方

どうしても
会場に
来れない方

従業員の検温を徹底
しております。

訪問担当は訪問前の
消毒を徹底しております。

訪問担当はご訪問の際
マスク着用を徹底しております。

東京ガスライフバル江戸川
東京ガスライフバルE-Do（株） 東京都江戸川区江戸川6-18-4

電話受付時間 月～土 9:00～19:00／日・祝 9:00～17:30
チラシ有効期限：2020年12月1日～2020年12月21日

0120-86-2656

にお越しいただいた方

限定の特典！
にお越しいただいた方

限定の特典！
抽選券

1等

大抽選会

開催
大抽選会

開催東京ガスライフバル江戸川東京ガスライフバル江戸川

■東京メトロ東西線「西葛西駅」より、徒歩約15分（約1.2Km）
■東京メトロ東西線「葛西駅」より、バス約10分
■都営新宿線「船堀駅」より、バス約15分

TOTO江戸川ショールームTOTO江戸川ショールーム
東京都江戸川区北葛西4-23-10 

12/5（土）・6（日）にご来場いただき、
期間中に「特典対象機器」をご成約いただくと
12/5（土）・6（日）にご来場いただき、

期間中に「特典対象機器」をご成約いただくと オプション品をグレードアップいたします!オプション品をグレードアップいたします! クリナップが長年培ってきた「収納」の考え方が凝縮されている当店人気No.1キッチン！クリナップが長年培ってきた「収納」の考え方が凝縮されている当店人気No.1キッチン！
サビ、水、油汚れ、熱にも強く、カビやにおいもつきにくいので、清潔さが求められるキッチンに最適！サビ、水、油汚れ、熱にも強く、カビやにおいもつきにくいので、清潔さが求められるキッチンに最適！

リフォーム事例を
こちらにてご紹介
しております

ステンレスキャビネット構造。
細かいところまで、

衛生面やお手入れのしやすさに
配慮したキャビネットです。

最大
10万円※1
オプション

最大
10万円※1
オプション

ユニットバス・トイレ・除菌搭載の商品を購入・相談したい方は！ユニットバス・トイレ・除菌搭載の商品を購入・相談したい方は！

会場はコチラ!

2020年12/5（土）・6（日）
10:00～17:00開催

2020年12/5（土）・12/6（日）

家庭でできるピカピカ除菌セミナー !!家庭でできるピカピカ除菌セミナー !!
ご自宅でできる除菌のご紹介!!きれい除菌水を使用して菌が
除菌できることを、顕微鏡で確認する実演も行います。
ご自宅でできる除菌のご紹介!!きれい除菌水を使用して菌が
除菌できることを、顕微鏡で確認する実演も行います。
ご予約は東京ガスライフバル江戸川までご予約は東京ガスライフバル江戸川まで

要予約 1回目:10:30～ 2回目:13:30～ 
3回目:14:30～ 4回目:15:30～

各回定員
6名

所要時間
約30分

無料

■都営新宿線「一之江駅」環七口出口より徒歩約8分

クリナップ 江戸川ショールームクリナップ 江戸川ショールーム
東京都江戸川区一之江7-1-5

システムキッチンを購入・相談したい方は！システムキッチンを購入・相談したい方は！

会場はコチラ!

2020年12/12（土）・13（日）
10:00～17:00開催

調理小物、カトラリー、調味料など
使用頻度の高い小物の収納に便
利。さらにフライパンやボウル、ザ
ルなどを必要な時にスピーディに
取り出せます。

ハンドエリア収納
シンクを流れる水を科学して誕生
した“流レールシンク”。調理中の野
菜洗いや、後片付けの皿洗いの水
の力でシンクの中のゴミをどんど
ん排水口に向けて流してくれる。

流レールシンク

12/12（土）・13（日）にご来場いただき、期間中に「ステディア」を成約いただくと
「最大10万円オプション品」か「食器洗い乾燥機（スタンダードタイプ）」プレゼント！※1
12/12（土）・13（日）にご来場いただき、期間中に「ステディア」を成約いただくと
「最大10万円オプション品」か「食器洗い乾燥機（スタンダードタイプ）」プレゼント！※1

東京ガスライフバル江戸川では、新型コロナ予防対策を徹底いたします！

セミナーのご予約・商品のお問い合わせは、東京ガスライフバル江戸川までご連絡ください。セミナーのご予約・商品のお問い合わせは、東京ガスライフバル江戸川までご連絡ください。

リフォームにご興味のある方、お気軽にお越しください！リフォームにご興味のある方、お気軽にお越しください！

TOTO江戸川会場 2020年12/5（土）・6（日）

クリナップ江戸川会場 2020年12/12（土）・13（日）

ビルトインコンロ、「プログレ」を
ご成約で販売価格から

15,000円（税込）15,000円（税込）お値引きお値引き

特典
1
特典
1

レンジフード「OGR・XGR」
ご成約で販売価格から

10,000円（税込）10,000円（税込）お値引きお値引き

特典
2
特典
2

ビルトインコンロレンジフード
同時ご成約で販売価格から

5,000円（税込）5,000円（税込）お値引きお値引き

特典
3
特典
3

東京ガスの電気にすでにご加入の
お客さま、チラシの販売価格から 

2,000円（税込）2,000円（税込）お値引きお値引き

特典
4
特典
4

会場でお見積りご依頼・
ご成約で抽選が

プラス2回プラス2回できますできます

特典
5
特典
5

TOTOの対象製品
ご成約でオプション品を

特典
6
特典
6

クリナップステディアご成約で
特典
7
特典
7

20,000円（税込）以上の
ご成約で

グルメカタログギフトプレゼント！グルメカタログギフトプレゼント！

特典
8
特典
8

無料でグレードUP無料でグレードUP

最大10万円のオプション品最大10万円のオプション品

最大3回
くじを引ける
チャンス

最大3回
くじを引ける
チャンス

※抽選は1家族1回限りとさせていただきます。ただし、特典5の方はプラス抽選が2回できます。
※3等はなくなり次第、別の景品に代わる場合がございます。※画像はすべてイメージです。

カタログ
ギフト

2等 今治
バスタオル

3等 食器用洗剤ジョイ

セール期間：2020年12月1日（火）～12月21日（月）セール期間：2020年12月1日（火）～12月21日（月）

印

目に見えない汚れを見つける
「ブラックライト」をプレゼント!!
目に見えない汚れを見つける
「ブラックライト」をプレゼント!!

2020年12/12（土）・12/13（日）

キッチンお掃除のプロが教えるキッチンお掃除セミナー!!キッチンお掃除のプロが教えるキッチンお掃除セミナー!!
キッチンのクリーニングサービスを行っているお掃除のプロが、家庭で出来るコツを
お教えます。 この機会に、悩んでいること・困っていることを一緒に解決しましょう。
キッチンのクリーニングサービスを行っているお掃除のプロが、家庭で出来るコツを
お教えます。 この機会に、悩んでいること・困っていることを一緒に解決しましょう。

要予約 1回目:10:30～
2回目:13:30～ 

各回定員
6名

所要時間
約60分

無料 お掃除グッツを
プレゼント!!
お掃除グッツを
プレゼント!!

どうしても会場に来れない方どうしても会場に来れない方
予定が合わず会場に来れない方は、12/5(土)・6(日)に「東京ガスライフバル江戸川」に
お電話をいただければ、特典対象とさせていただきます!

対象商品：ザ・クラッソキッチン

※対象商品を2020年12月5日～2021年2月28日までにお引渡しの方が対象になります。※特典対象機器については担当までお問合せください

タッチスイッチ仕様の水ほうき水栓LFに
グレードアップ

対象商品：シンラHK/WK浴室

洗面所暖房機に
グレードアップ

床ワイパー洗浄（きれい
除菌水）にグレードアップ

インテリア・バー（浴槽横）
シルバー（L=600 ）プレゼント

対象商品：サザナ/リモデル
　バスルームWGシリーズ浴室

予定が合わず会場に来れない方は、12/12(土)・13(日)に
「東京ガスライフバル江戸川」にお電話をいただければ、
特典対象とさせていただきます!

予定が合わず会場に来れない方は、12/12(土)・13(日)に
「東京ガスライフバル江戸川」にお電話をいただければ、
特典対象とさせていただきます!

※画像はすべてイメージです。 ※本チラシ掲載の商品の色合いは、実際の色合いとは多少異なる可能性がございます。※本チラシ掲載の商品は原則取り寄せとなります。※画像はすべてイメージです。 ※本チラシ掲載の商品の色合いは、実際の色合いとは多少異なる可能性がございます。※本チラシ掲載の商品は原則取り寄せとなります。

ご予約は東京ガスライフバル江戸川までご予約は東京ガスライフバル江戸川まで

※抽選券をご持参の上、ご来場ください。

ご来場希望の方はご予約はいりませんので、
お気軽にお越しください！
ご来場希望の方はご予約はいりませんので、
お気軽にお越しください！

※1 2021年1月31日までにご契約で2021年2月27日までにお引渡しの方が対象になります。メーカー希望小売価格110万円（税込）以上で最大10万円（税込）のオプション品または食器洗い乾燥機（スタンダードタイプ）、
メーカー希望小売価格110万円（税込）未満で最大5万円（税込）のオプション品をプレゼントいたします。



※ご利用の際には、東京ガスリース㈱
とのご契約となり、事前の審査がありま
す。詳しくはお問い合わせください。

お客さま金利負担
無しのローンが
ご利用になれます。

スタイリッシュで、お手入れラクラクなレンジフードでお悩み解決！スタイリッシュで、お手入れラクラクなレンジフードでお悩み解決！この年末、面倒な
大掃除をサボりませんか？
この年末、面倒な

大掃除をサボりませんか？

販売価格
（税込・工事費別）

角や溝などの凹凸を極力なくしお手入れしやすい設計!角や溝などの凹凸を極力なくしお手入れしやすい設計!

販売価格
（税込・工事費別）

156,000円156,000円

126,000円126,000円

※画像はすべてイメージです。 ※本チラシ掲載の商品の色合いは、実際の色合いとは多少異なる可能性がございます。※本チラシ掲載の商品は原則取り寄せとなります。

156,000円156,000円

回転する
ディスクが、
レンジフード
内への
油の侵入を
ブロック！

ガス機器はもちろん「どこに頼んだら？」お住まいのお困りごとは東京ガスライフバル江戸川までお気軽にご相談ください!!
お客さまのご予算・ご要望に合った理想のご提案をいたします!!

富士工業 レンジフード  幅60cm 
OGR-REC-AP602R/L GM グレーメタリック 
メーカー希望小売価格 223,300円（税込・工事費別）

126,000円126,000円
ワンタッチ
着脱
ファン

富士工業 レンジフード  幅60cm 
XGR-REC-AP603 SV シルバーメタリック
メーカー希望小売価格 179,300円（税込・工事費別）

□10年以上使用している
□フィルターの掃除が大変
□ファンの掃除が大変
□奥まで手が届かない
□音が大きくなった
□溝に油が溜まる
□吸い込みが弱くなった
□コンロの交換を検討中

換気扇のこんなお悩みに
チェックが入ったら相談を!

換気扇のお悩みこれで解決!
解決ストーリーを
マンガで紹介!!

ラ・クック
（サングリアレッド）同梱

多機能なべ
メーカー希望小売価格
11,000円（税込）
（特典はお引き渡し時のお届けになります。）

販売価格
（税込・工事費別） 130,000円130,000円130,000円130,000円
フェイシス PD-821WS-60GN ノーブルブラック 60cm天板
メーカー希望小売価格 234,300円（税込・工事費別）

グリルを汚さず多彩なメニューを
自動で焼き上げ!

グリルを汚さず多彩なメニューを
自動で焼き上げ!

当店人気NO.1の 焼き網が
無いビルトインコンロ!!
当店人気NO.1の 焼き網が
無いビルトインコンロ!!

ガスファンヒーターガスファンヒーター

ノンフィルターレンジフードで
お掃除らくらく!

ノンフィルターレンジフードで
お掃除らくらく!

セール期間中ご成約特典セール期間中ご成約特典

※ご使用にはガスコードが必要です。（別
売） ※暖房のめやす：一般社団法人日本ガ
ス石油機器工業会の自主基準によります。

暖房のめやす暖房のめやす

20号
スタンダード
20号
スタンダード

GFH-2405S-W5（スノーホワイト）
メーカー希望小売価格 52,250円（税込）

販売価格（税込）

25,000円25,000円25,000円25,000円

木造／
7畳まで

コンク
リート／
9畳まで

ガステーブルガステーブル

※ご使用にはガスコードまたはガ
スソフトコードなど接続部材が必
要となります。（別売）

ホーロートップ水無し両面焼きグリル
60cm天板
NLW2261TQ2SGL/R（ライトグレー）
メーカー希望小売価格 70,180円（税込）

販売価格（税込）

44,000円44,000円44,000円44,000円

ガス炊飯器ガス炊飯器

カラーで見やすいインターホン!カラーで見やすいインターホン!
東京ガスライフバル江戸川で浴室・台所・
トイレリフォームをしていただいたお客さまへ
東京ガスライフバル江戸川で浴室・台所・
トイレリフォームをしていただいたお客さまへ

外壁や屋根を新しくリフォームをしませんか？外壁や屋根を新しくリフォームをしませんか？ 気になる床下シロアリ対策もご相談ください!気になる床下シロアリ対策もご相談ください!

ガス炊飯器  炊きわざ PR-M09TR 　
5合炊き タイマー 電子ジャー付
プレミアムレッド×ブラック
メーカー希望小売価格 76,780円（税込）

※ご使用にはガスコードが必要です。（別売）

販売価格（税込）

55,000円55,000円55,000円55,000円

スタイリッシュなデザインと多彩な機能！

●掲載以外の商品も多数取り扱っておりますのでお気軽にお問合せください。 ●セール期間：2020年12月1日（火）～2020年12月21日（月）  ●10万円(税込)以上のご成約でガス機器スペシャルサポート 基本サービス料金が1年分が無料になります!

ノーリツ プログレ 60cm天板 N3S10PWAS6STEC
エレガントグレーガラス+シルキーステンレスフェイス+
グレーホーローゴトク メーカー希望小売価格
325,600円（税込・工事費別）

プレート
パンL
（同梱）

キャセ
ロールL
（同梱）

179,000円179,000円179,000円179,000円

1年に1度レンジフードの
無料清掃をご案内!

作業対象部位はファン及びフィルター部分になります。
※無料清掃対象期間や清掃のご提供時期には条件がございます。詳しくは担当者までにご確認ください。

作業時間：約60分 ●来客の顔を見てから出れる!
●録画機能で訪問者をチェック!
JS-12E オープン価格
販売価格（税込・工事費別）

26,000円26,000円26,000円26,000円

サーモスタット付浴室水栓!サーモスタット付浴室水栓!

浴室水栓 TBV03401J
メーカー希望小売価格
48,180円（税込・工事費別）
販売価格（税込・工事費別）

27,000円27,000円27,000円27,000円

外壁や屋根が古くなって、ひび割れや
汚れの目立っていませんか？

外壁・屋根のプロが丁寧にアドバイス！

撮影した画像をご覧いただきながら、
床下の状況をご説明します。

床下の無料点検も
やっています。

ピュアレストQRピュアレストQR

温水便座温水便座汚れが見えにくく、たまりやすいフチをなくした便器形状でお掃除ラクラク!汚れが見えにくく、たまりやすいフチをなくした便器形状でお掃除ラクラク!

浄水器付きの台所水栓!塩素を取り除いて水道水をおいしい水に!当店人気No.1の台所水栓！浄水器付きの台所水栓!塩素を取り除いて水道水をおいしい水に!当店人気No.1の台所水栓！

災害時の備えにエネファームで自家発電と蓄電池！災害時の備えにエネファームで自家発電と蓄電池！

TCF2222E #NW1
オープン価格
販売価格（税込・工事費別）

40,000円40,000円40,000円40,000円
販売価格（税込・工事費別）

102,000円102,000円102,000円102,000円

【便器】CS232BM#NW1
メーカー希望小売価格
59,730円（税込・工事費別）
【手洗いタンク】SH233BA#NW1
メーカー希望小売価格
64,570円（税込・工事費別）
【便座】TCF2222E#NW1
オープン価格 プラス

27,000円（税込）で
クッションフロア（床）
も交換いたします。
※当社にて限定したものの中から。

残り湯を除菌する「ＵＶ除菌機能」や入浴を検知する
「見守り機能」など、給湯器も進化しています！

使用電力の目安　   最大500Ｗ　 までの電力を
最長８日間（192時間）使えます。

使用電力の目安　   最大500Ｗ　 までの電力を
最長８日間（192時間）使えます。

UV除菌ユニット
（内部イメージ）
UV除菌ユニット
（内部イメージ）

エネファームなら停電時でも
「電気」や「お湯」が使えます！
エネファームなら停電時でも
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※（パナソニック製の場合）※停電時専用コンセントから電気が利用できます。
※1 停電時にエネファームを発電するには、停電発生時にエネファームが発電しており、都市ガスと水道が供給状態であることが必要です。
※2 使用電力は、メーカー・機種・使用条件などにより変わります。また動作しない機種もあります。使用電力の目安（パナソニック調べ2016年11月）

※

※1 ※2 太陽光発電でつくった電気を有効活
用！買う電気を減らして電気代を削減！
停電しても、昼間はつくった電気、夜
は蓄えた電気が使えるから安心！

蓄電池はじめました！蓄電池はじめました！

最も進化した給湯器
＝エネファームをご存知ですか？

点検のご希望や交換のご相談はお電話にて
お気軽にお申込みください。

安心してご使用いただくために給湯機器は10年で点検・取替えのご検討を!

□水漏れ・水漏れ跡がある
□レバーハンドルが固い
□水温調節が出来なくなった
□浄水器を設置したい
□10年以上使用している

水回りのこんなお悩みに
チェックが入ったら相談を!

□冬を迎えるこれからの時期に
　お風呂に入れないと困る！
□給湯器が故障してお風呂に
　入れないと 、ご家族に迷惑をかける！

心当たりのある方は
早めの点検と取替を！

蛇口一体型 浄水器
JL307MN-9NL2
メーカー希望小売価格
36,850円（税込・工事費別）
販売価格（税込・工事費別）

27,000円27,000円27,000円27,000円
浄水器ごと蛇口から引き
出せるからポットやお鍋
などに浄水を注ぐ時やシ
ンク洗いに便利です。

ご購入と同時に浄水カートリッジ定期
お届けサービス申し込みで
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お届けサービス申し込みで

カートリッジ
お届け回数
１２回ごとに
浄水器本体
無償交換!
さらに1,000円（税込）お値引きいたします!!

ご自宅の給湯器の寿命はどれくらい？ 給湯器を何年お使いですか？ご自宅の給湯器の寿命はどれくらい？ 給湯器を何年お使いですか？

※セール期間中、無料で点検をお受けいたします。（江戸川区内）

□外壁を触ると手に白い粉がつく
□床や壁のヘコミ・扉などの建て付けが悪くなった
□近所の家でシロアリの被害が発生した
□建築後10年以上経過している

心当たりのある方は
早めの点検を!

無料点検も受け付けます！

自動でおいしくできるメニュー&モードが充実！
プログレなら焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」「ノンフライ」など従来のグリルではできない調理が可能です。
さらに冷凍食品モードで冷凍食品もつくりたてのおいしさに仕上がります。

プレートパンならお手入れラクラク！サッと洗うだけでキレイに汚れを落とせる！

プログレならプレートパンで、魚を加熱しすぎることなく焼けます！！

今までは、焼き
網の焦げ落とし
や受け皿を洗う
のが大変・・・！

プログレならプ
レートパンで、焼
き網がないからお
掃除もしやすい！

お掃除が簡単なプレートパン！フラットなグリ
ル庫内でお掃除しやすい。

販売価格（税込・工事費別）

45%
OFF

ごは
ん

ごは
ん

ノンフラ
イ

ノンフラ
イパンパン蒸す蒸す煮る煮る焼く焼く 料理の

幅が
こんなに
広がる！

健康を考えて食べる魚は、加熱しすぎて魚の脂を除いてしまうと有効成分がそこなわれてしまいます。

メーカー希望小売価格
8,250円（税込）

※特典はお引渡し時のお届けになります。

波型プレートパンL波型プレートパンL
メーカー希望小売価格
3,520円（税込）

油はねガードL油はねガードL アイデア
レシピ本
（非売品）

アイデア
レシピ本
（非売品）

セール期間中ご成約特典セール期間中ご成約特典
特典1特典1 特典2特典2

●掲載以外の商品も多数取り扱っておりますのでお気軽にお問合せください。 ●セール期間：2020年12月1日（火）～2020年12月21日（月）  ●10万円(税込)以上のご成約でガス機器スペシャルサポート 基本サービス料金が1年分が無料になります!




