
分電盤の劣化は漏電や
火災の事故につながるの
で、古い分電盤を使って
いる方は、交換をご検討
ください。

表面が割れている・焦げてい
る、電源プラグの抜き差しが
ゆるい、スイッチの操作軽
い・重いなどの症状の方は、
交換をご検討ください。

窓をもう一枚プラスして
あっという間の快適生活。
「断熱効果」「結露軽減」「遮
音効果」「UVカット」「侵入
抑止効果」「経済性」の6つ
のメリットがあります。

1日で
わが家の
表情が美しく。
玄関の
お悩みを
すっきり解消!

防犯・防音・防火・遮熱・
防寒・台風対策に、お住
まいの窓を守るシャッ
ター。安全性や防犯を高
め窓を美しく飾る面格子!

10,000円10,000円

東京ガスライフバル江戸川

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

チラシ有効期限：2022年11月19日（土）～2022年12月9日（金）

東京ガスライフバル江戸川
ショールームショールーム

当社1級建築士もおります。
ご自宅のお悩みをご相談ください!
当社1級建築士もおります。

ご自宅のお悩みをご相談ください!

トイレ、お風呂、キッチンなどの
最新の機器をチェックできます!
トイレ、お風呂、キッチンなどの
最新の機器をチェックできます!

※抽選は1家族1回限りとさせていただきます。※画像はすべてイメージです。※景品はなくなり次第、別の景品に代わる場合がございます。

カタログ
ギフト

下記の抽選券をご持参の上ご来場ください!下記の抽選券をご持参の上ご来場ください!

おうちのお悩みを大相談会で解決しませんか？おうちのお悩みを大相談会で解決しませんか？

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、催事が中止となる場合がございますので、ご理解とご協力をお願いします。※新型コロナウイルス感染拡大状況により、催事が中止となる場合がございますので、ご理解とご協力をお願いします。

プログレ マルチグリルセミナー開催プログレ マルチグリルセミナー開催

商品のご購入・ご相談は
お電話でも受付いたします！
商品のご購入・ご相談は
お電話でも受付いたします！

中面で活用事例をご紹介! 補助金申請もお任せください!

最大30万円の国の補助金がもらえます!最大30万円の国の補助金がもらえます!
東京ガスグループだから任せて安心! 外壁・屋根のお悩みや外壁点検も東京ガスライフバル江戸川へ!東京ガスグループだから任せて安心! 外壁・屋根のお悩みや外壁点検も東京ガスライフバル江戸川へ!

点検・見積

無料
点検・見積

無料

こんな症状が出たら経年劣化のサイン!

外壁の劣化を放置すると雨水が壁内へ侵入し、内部の木材を腐らせ、深刻なダメージを
与える可能性があります。弊社では「屋根・外壁の無料点検」を実施しております。
屋根・外壁のプロが不具合や問題点が無いか、あなたのお住いをチェックいたします。
※弊社担当者が立会いの下、提携の協力会社が点検を行います。

塗膜の劣化
（チョーキング）

 外壁を触ると
手に白い粉がつく

爆裂

雨水侵入による
爆裂

塗膜の剥離

塗膜はがれ

シーリング材の
劣化

シーリング
ひび割れ

ひび割れ
（クラック）

地震や劣化に
よる割れ

タイル浮き・
剥落

タイルが剥がれ
落下

afterafter

beforebefore

afterafter

beforebefore

afterafter

beforebefore

スーパースーパー
中村屋朝日

信用金庫信用金庫

船
堀
街
道

環
七
通
り

環
七
通
り

三角バス停三角バス停

浦安→葛西中学校葛西中学校

葛西図書館葛西図書館葛西図書館新川新川

←新宿

←至日本橋 東京メトロ東西線 至西船橋→

本八幡→

葛西橋通り

都営新宿線

葛西駅

船堀駅

インプラス(二重窓）インプラス(二重窓）

電気工事も東京ガスライフバル江戸川にお任せください!電気工事も東京ガスライフバル江戸川にお任せください!

分電盤の交換目安は13年 スイッチ・コンセント交換目安は10年
分電盤・コンセント・スイッチ交換は電気工事士の資格が必要です!

期間中毎日開催!

このマークが
付いている商品は
このマークが
付いている商品は 補助金対象です！補助金対象です！

10：00～17：00

10：00～17：00

開催期間

開催期間

ショールーム体験
スタンプラリー
ショールーム体験
スタンプラリー

スタンプを集めて
プレゼントをもらおう！
スタンプを集めて
プレゼントをもらおう！

10：00～17：00

お名前

お電話
ご住所

担当

東京ガスライフバル江戸川会場有効期限：2022年11月19日（土）～12月9日（金）
TOTO江戸川ショールーム会場有効期限：2022年11月19日（土）・20日（日） 2022年12月3日（土）・4日（日）
小岩特設会場有効期限：2022年11月25日（金）～11月27日（日）

必要事項をご記入の上、会場へご持参ください!

※ご記入いただいた個人情報は、本抽選や商品・サービスのお知らせ、催し物のご案内に限り利用させていただ
く場合がございます。※本券のご利用は、1家族１枚のみ有効とさせていただきます。※抽選はご予約不要です。

PayPay使えます!

お客さま金利負担無しのローンがご利用になれます。※ご利用の際には、東京ガスリース（株）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。

ノーリツ プログレ 60cm天板
エレガントグレーガラストップ+
シルキーステンレスフェイス
N3S14PWAS6STEC 
メーカー希望小売価格
348,480円
（税込・工事費別）

昨年、東京ガスライフバル江戸川 ビルトインコンロ販売台数NO.1※の焼き網がないコンロ!!昨年、東京ガスライフバル江戸川 ビルトインコンロ販売台数NO.1※の焼き網がないコンロ!!

174,000円174,000円50%OFF
50%
OFF

販売価格
（税込・工事費別）

波型プレートパン
Lグラネ（同梱）

キャセロールL
（同梱）

メーカー希望小売価格
7,150円（税込）

プレートパンL
プレゼント!
プレートパンL
プレゼント!

8/1
新発売
8/1
新発売

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

魚は冷たい水の中で生きる
ため、低温でも脂が固まら
ないようにできています。
そのために魚の脂には
EPA（エイコサペンタエン
酸）やDHA（ドコサヘキサ
エン酸）といった高度不飽
和脂肪酸が含まれていて、
それが人間の体の中でも
血液の流れをスムーズにす
る働きをしてくれるのです。
（（株）ノーリツ調べ）

プログレならプレートで、
魚を加熱しすぎることなく焼けます!

魚の脂には肉類の脂と異なり
身体に良い脂肪酸が含まれています!

TOTO江戸川ショールーム
東京都江戸川区西葛西7-21-4

東京ガスライフバル江戸川ショールーム
東京都江戸川区江戸川6-18-4

TOTO
ショールーム
TOTO
ショールーム

P

西 西 西
東西線

左近通

通
七
環

通
央
中
西

道
街
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船

清砂大橋通

西親水四季の道

江戸川区
球場

森山脳神経
センター病院川

荒

西 西6西 西6第2

TOTO江戸川ショールーム パッチョ・電パッチョ
保温冷ペットボトル
ホルダーがもらえる!

パッチョ・電パッチョ
保温冷ペットボトル
ホルダーがもらえる!

販売価格税込30万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込30万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込30万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込30万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込30万円以上
ご購入のお客さまに!

10,000円10,000円
販売価格から販売価格から

有効期限：2022年11月19日（土）～
2022年12月9日（金）まで

有効期限：2022年11月19日（土）～
2022年12月9日（金）まで

各会場にて抽選会・相談会・楽しい催しものを開催しています!各会場にて抽選会・相談会・楽しい催しものを開催しています!
お近くの会場までぜひご来場ください!!お近くの会場までぜひご来場ください!!

住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー
住まいの
相談コーナー

住まいのプロがお悩みにアドバイスをさ
せていただきます。お気軽にご相談くだ
さい。この機会をお見逃しなく!

※おひとりさま1回限り。

参加
無料

玄関ドア  リシェント玄関ドア  リシェント
東京ガス
ライフバル
江戸川
江戸川店

ご予約なら「アドバイザーが分かりやすくご説明」「じっくり見れる」などのメリットが!ご予約なら「アドバイザーが分かりやすくご説明」「じっくり見れる」などのメリットが!

BeforeBefore AfterAfter

ショールームの
ご予約をいたします!
ショールームの

ご予約をいたします!

10：00～17：00

※おひとりさま１回限り　

販売価格税込100万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込100万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込100万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込100万円以上
ご購入のお客さまに!

販売価格税込100万円以上
ご購入のお客さまに!

有効期限：2022年11月19日（土）～
2022年12月9日（金）まで

有効期限：2022年11月19日（土）～
2022年12月9日（金）まで

給湯器・コンロ・
レンジフード・トイレなどの

リフォームで!

給湯器・コンロ・
レンジフード・トイレなどの

リフォームで!

今
リフォーム
すると!

参加費
無料

予約制

ご予約
不要

特典その1特典その1
1年に1度
レンジフードの
無料清掃を
ご案内

1年に1度
レンジフードの
無料清掃を
ご案内

特典その4特典その4

アイデアレシピ本
（非売品）
アイデアレシピ本
（非売品）

特典その3特典その3

メーカー希望小売価格
3,740円（税込）

油はねガードL
プレゼント!
油はねガードL
プレゼント!

特典その2特典その2

※プレゼントの数には限りがあり、
なくなり次第終了となります。
プレゼントは1家族1点限りです。

※プレゼントの数には限りがあり、
なくなり次第終了となります。
プレゼントは1家族1点限りです。

抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!抽選でもらえる!
3等2等1等

小岩特設会場
FIRSTAⅠ（ファスタワン） 1階

TOTO江戸川ショールーム 11/19（土）・20（日） 12/3（土）・4（日）
10：00～17：00

11/25（金）～11/27（日）
10：00～17：00

東京ガスライフバル江戸川 11/19（土）～12/9（金）
10：00～17：00

東京ガスライフバル江戸川

商品供給遅延のお知らせ!商品供給遅延のお知らせ!
新型コロナウイルスの感染拡大や世界的な電子部品等の供給不足により、

長期に渡り商品の供給遅延が発生しております。
特に給湯器が深刻な影響を受けています。

使用できているうちに給湯器の交換手配をおすすめいたします。
ご予約いただいた方から優先的に納期をお答えいたします。

省エネ家電等への買い替えで
江戸川区助成金江戸川区助成金お気軽にお申し付けください!

対象機器：エアコン・給湯器・LED照明・冷蔵庫
ポイントに応じて商品券がもらえます。

ブロック塀撤去、ブロック塀をフェンスに
取り替えで補助金申請ができます！
詳しくは担当までご相談ください。

東京都民限定ポイント制度東京都民限定ポイント制度

最大21,000ポイント
もらえます

値引き!値引き!値引き!値引き!税
込
税
込
税
込
税
込 30,000円30,000円30,000円30,000円

販売価格から販売価格から

値引き!値引き!値引き!値引き!税
込
税
込
税
込
税
込

お得なクーポン券お得なクーポン券お得なクーポン券お得なクーポン券お得なクーポン券

花王アタック
ZEROギフト

お見積りの
ご依頼か
ご成約で!

お見積りの
ご依頼か
ご成約で!

動画で
ご紹介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!

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。

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!

※東京ガスライフバル
　江戸川調べ

魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!魚を加熱しすぎることなく焼けます!

この脂肪酸は体内でつくられないので
魚介類から取り入れるしかありません。

ご予約はお電話・LINE・インターネットからお申込みください！

セール期間
2022年

11/19（土）～
  12/9（金）

目玉
商品

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。
従業員の検温を
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

月～土 9:00～19:00 日・祝 9:00～17:30
0120-86-2656 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！

商品のお問い合わせショールームのご予約は、こちらまで商品のお問い合わせショールームのご予約は、こちらまで

小岩エリアで久しぶり
抽選会・相談会を3日間開催！
小岩エリアで久しぶり

抽選会・相談会を3日間開催！

小岩 特設会場小岩 特設会場

東京ガスライフバル江戸川 検索
http://www.tglv-edogawa.com/

電話受付時間

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・
外壁塗装工事をしていただいた
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・
外壁塗装工事をしていただいた
お客さまへ

特典
お客さまへお客さまへお客さまへ

作業対象部位は
ファン及び
フィルター部分
になります。

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。

1年に1度のレンジフードの無料清掃!1年に1度のレンジフードの無料清掃!

LINEからの
お申し込みは
こちら

インターネットからの
お申し込みは
こちら

商品をご購入・ご相談・抽選がしたい方は下記へお越しください!商品をご購入・ご相談・抽選がしたい方は下記へお越しください!

11/19（土）・20（日）
12/ 3 （土）・4（日）

キッチン
コーナー

浴室
コーナー

トイレ
コーナー

洗面台
コーナー

上記期間中にTOTO会場で、ご自宅のキッチン・浴室・洗面化粧台・トイレのいずれかの
画像を見せていただいた方には、その場で選べるグルメギフトをプレゼント!

本チラシご持参で「輪投げ」か
「射的」ゲームに成功すると
「お菓子つかみ」か

「ヨーヨーすくい」が1回できます！

本チラシご持参で「輪投げ」か
「射的」ゲームに成功すると
「お菓子つかみ」か

「ヨーヨーすくい」が1回できます！

多くのお子さまの参加をお待ちしております。多くのお子さまの参加をお待ちしております。

輪投げ・射的・お菓子・ヨーヨー輪投げ・射的・お菓子・ヨーヨー

こんなことも私達にお任せください!こんなことも私達にお任せください!
ドア・窓の交換も補助金対象です!ドア・窓の交換も補助金対象です!

窓を安心・安全にシャッター・面格子!窓を安心・安全にシャッター・面格子!

11/19（土）～12/9（金）

エアコンのお取り替え!エアコンのお取り替え!

太陽光発電・家庭用蓄電池の助成金太陽光発電・家庭用蓄電池の助成金

開 催 日／11/27（日）・12/4（日）
開催時間／①10：30～　　　②14：00～
場　　所／東京ガスライフバル江戸川ショールーム
内　　容／防災セミナー＆蓄電池・太陽光発電の相談会
所用時間／30分

東京都より高額な
助成金を受けられます!

太陽発電の設置、家庭用蓄電池の購入に際し

※詳しくは、弊社担当者までお問合せください。

ご予約はお電話・LINE・インターネットからお申込みください！

詳しくは
こちら ▼

参加者には素敵な特典プレゼント!

参加費
無料

予約制

防災セミナーを（蓄電池・太陽光）開催!防災セミナーを（蓄電池・太陽光）開催!

作業時間：約60分

11/25（金）～11/27（日）

JR小岩駅
南口

徒歩30秒
FIRSTA Ⅰ
（ファスタワン）
1階

ドトール横

JR小岩駅
南口

徒歩30秒

10：00～17：00 開催
江戸川区南小岩7-24-20
FIRSTA Ⅰ（ファスタワン）1階

抽選・お菓子つかみ・ヨーヨーすくい・給湯器・コンロ・トイレ・リフォーム・外壁塗装のご相談

11/19（土）・20（日） 12/3（土）・4（日）

11/23（水・祝）・12/4（日）11/23（水・祝）・12/4（日）
子供縁日子供縁日

全面リフォーム（スケルトンリフォーム）もお任せください

常温でサラサラ
不飽和脂肪酸
を多く含む脂質

飽和脂肪酸
を多く含む脂質

常温で固まりやすい

網戸・畳張り替え網戸・畳張り替え 床下シロアリ対策床下シロアリ対策

床下の無料点検も
やっています。
ご相談ください!
床下の無料点検も
やっています。
ご相談ください!

照明器具のお取り替え!照明器具のお取り替え!

開 催 日／11月26日（土）・12月3日（土）
開催時間／①10：30～ ②13：30～③15：30～
場　　所／東京ガスライフバル 江戸川ショールーム
調理内容／蒸し野菜（無水調理）・唐揚げ・カップケーキ
所要時間／約45分

ご購入検討の方、現在ご使用されている方も大歓迎！

食器用
洗剤

4等
除菌
ウエット
ティッシュ

三井住友銀行

FIRSTA I

JR
総武
線

小岩
駅

南口

会場

※1家族1回限り。※1家族1回限り。



カタログ
ギフト
プレゼント! 

カタログ
ギフト
プレゼント! 

組み合わせ自由! 
お買い得な「セット割」
組み合わせ自由! 
お買い得な「セット割」

ビルトインコンロ レンジフード トイレ 水栓 風呂給湯器

TCF2223E
オープン価格

40,000円40,000円
販売価格（税込・工事費別）

110,000円110,000円販売価格
（税込・工事費別）

特典

※画像は全てイメージです。※本チラシ掲載の商品はの色合いは、実際の色合いと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。お引渡しに通常よりもお時間がかかるか、お客さまにお届けできる納品日がお約束できない場合がございます。詳しくは弊社担当までお問合せご相談ください。

ようこそ光りのキッチン ザ・クラッソへようこそ光りのキッチン ザ・クラッソへ トイレ・他、補助金活用事例トイレ・他、補助金活用事例

温水便座温水便座

2点セットで 2点セットで 
2,000円お値引き!2,000円お値引き!

3点セットで、さらに! 3点セットで、さらに! 

※ご使用にはガスコード・排湿筒・専用台が必要です。（別売）※
ガス衣類乾燥機を廃棄する場合は別途家電リサイクル法に基
づく収集・運搬料金および再商品化料金が必要になります。

ガスコード 接続タイプ
RDT-54S-SV
メーカー希望小売価格
147,840円（税込・工事費別）

浴室暖房は寒い冬に大活躍
浴室乾燥・衣類乾燥・浴室乾燥など
梅雨時期や夏など1年中フル活動

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機

ティアラシルバー ハイパーガラスコート
PD-732WS-60CV
メーカー希望小売価格
176,770円（税込・工事費別）

ブリリオ 60cm天板

※1 停電時にエネファーム発電するには、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り、リモコンで「停電発電入」になっていることが
必要です。停電専用コンセントの施工が必要になります。 ※2 お湯やガス温水床暖
房に使用する電力も含みます。電気は停電専用コンセントからご使用できます。停電
時以外はご使用いただけません。※3 停電前の発電開始から192時間。 

「もしも」の時には
自宅で避難

パナソニック製

最大500W※2までの電力を
最長8日間（192時間）※3 使えます!

最大700W発電量

最も進化した給湯器
エネファームをご存知ですか？

最も進化した給湯器
エネファームをご存知ですか？

後付け浴室暖房乾燥機後付け浴室暖房乾燥機

キッチン補助金活用事例キッチン補助金活用事例

工事で44 11 22 33 55 合計補助額71,000円合計補助額71,000円
工事で44 33 1010 合計補助額110,000円合計補助額110,000円 工事で11 33 55 77 合計補助額60,000円合計補助額60,000円

工事で33 44 11 22 合計補助額52,000円合計補助額52,000円
工事で33 11 44 合計補助額57,000円合計補助額57,000円

内窓の設置55
14,000円/箇所

手すり または
棚付き紙巻器の設置

77

33

節温水栓44 5,000円/台

トイレ設置11
17,000円/台

5,000円/戸
ビルトインコンロ
自動調理対応
コンロ
13,000円/台

22 掃除しやすい
レンジフード
10,000円/戸

44 浴室乾燥機
20,000円/台

補助金の申請には が必要になります。 申請の条件は で補助額の合計が5万円以上が対象です。必須工事 必須工事 任意工事＋

必須工事 任意工事
掃除しやすい
機能を有する
トイレ設置

11

17,000円～
19,000円/台

ビルトイン
コンロ
自動調理
対応コンロ

11

13,000円/台
掃除しやすい
レンジフード22
10,000円/戸
ビルトイン食洗機33 19,000円/戸

高断熱浴槽22 24,000円/戸
節温水栓44 5,000円/台

空気清浄機能・
換気機能付き
エアコン

55
19,000円～
24,000円/台
宅配ボックス
住戸専用の場合66
10,000円/台

手すり または
棚付き紙巻器の設置77
5,000円/戸
段差解消88 6,000円/戸

廊下幅等の拡張99 28,000円/戸
キッチンセットの交換に
伴う対面化改修1010
86,000円/戸

ドア交換66 大32,000円/箇所
小28,000円/箇所
外壁、屋根、
天井または床77
18,000円～
102,000円/戸

内窓の設置55 大21,000円/箇所
中16,000円/箇所
小14,000円/箇所

高効率給湯器
（エコジョーズ）33
24,000円/台

浴室乾燥機
20,000円/戸44

ピュアレストQRピュアレストQR

メーカー希望小売価格
64,790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
70,070円（税込・工事費別）
【便座】TCF2223E#NW1 オープン価格

フチをなくした便器形状で
お掃除ラクラク!

フチをなくした便器形状で
お掃除ラクラク!

補助金の活用例をご紹介! 最大30万円の補助金! 補助金申請は東京ガスライフバル江戸川にお任せください!補助金の活用例をご紹介! 最大30万円の補助金! 補助金申請は東京ガスライフバル江戸川にお任せください!

 公布申請期限：2023年3月31日 ※締め切りは、予算の執行状況に応じて公表されます。 対象機種がありますので、詳しくは担当者までご相談ください。

ご予約不要! お気軽にお越しください！ご予約不要! お気軽にお越しください！
TOTOショールームを見学してみませんか？ご予約は抽選会開催期間外でも受付しております。
ご予約がなくてもショールームを見学いただけますが混雑状況により、自由見学とさせていただく場合がございます。

ご購入・ご相談したい方は
TOTO江戸川ショールームへ!
ご購入・ご相談したい方は
TOTO江戸川ショールームへ!をを

掃除しやすいレンジフード22
10,000円/戸

ビルトインコンロ
自動調理対応コンロ

11
13,000円/台

キッチンセットの交換に
伴う対面化改修

1010
86,000円/戸

ビルトイン食洗機33
19,000円/戸

節温水栓44
5,000円/台

空気清浄機能・
換気機能付きエアコン
3.6KW以上の場合

55

24,000円/台

きれい除菌水

専用の水栓から「きれい除菌水」をふきかけるだけで、除菌やヌメリが
抑制できます。後片付けの仕上げに、いつでも手軽に使えます。

「きれい除菌水」は、水※2に含まれる天然のミネラル成分から電気分
解による次亜塩素酸（殺菌消毒成分）を作っています。洗剤や薬品を使
わず、時間がたつともとの水※3に戻るので環境にも安心です！

ボタンを押すとTOTOのクリーン技術
「きれい除菌水」がふきかけられ、歯ブ
ラシや排水口の汚れ・菌を抑えます。洗
面所をいつも気持ちよく使えます。

サクアサクア33

66

27,000円27,000円販売価格
（税込・工事費別）

浴室水栓浴室水栓

77

家事や身支度がはかどる
サクアの3大特長
家事や身支度がはかどる
サクアの3大特長

おすすめアイテム
「きれい除菌水」。
おすすめアイテム
「きれい除菌水」。

ひろびろ
陶器ボウル

エアイン
スイング水栓

奥ひろ収納
「奥ひろし」

作業がゆったり
行える

用途に合わせて
動かせる

奥までしっかり
収納できる

楽湯 RAKU-YU-楽湯 RAKU-YU-
肩楽湯+腰楽湯でやすらぎを堪能。毎
分約135Lの水流と心地よい刺激が
全身を温め、リラックスへと導きます。
※流量は参考値です。

ノズルきれいノズルきれい
トイレ使用後に「きれい除
菌水」がノズルの内側も外
側も自動洗浄・除菌。ノズル
のきれいが長持ちします。

便座きれい便座きれい
「きれい除菌水」をふきか
け、汚れの元になる菌を除
菌して、トイレのきれいを保
ちます。

においきれいにおいきれい
においきれいカートリッジ
で空間の気になるニオイ成
分を補修して脱臭します。

ガスファンヒーターガスファンヒーター 掲載商品以外にも多数ございます。★の商品はご来場予約・お持ち帰りでさらに2,000円（税込）お値引き

11/19（土）～12/9（金）  10：00～17：00
開催期間

東京ガスライフバル
江戸川ショールーム

ご予約来場と
商品のお見積もりで!
ご予約来場と

商品のお見積もりで!システムキッチンシステムキッチン

ユニットバスユニットバス

洗面化粧台洗面化粧台

トイレトイレトイレトイレトイレ

パパっと手軽に、仕上げのひとふき
「きれい除菌水」で清潔に!

今こそおすすめの
除菌のできる洗面化粧台!
今こそおすすめの

除菌のできる洗面化粧台!

11

バスルーム補助金活用事例バスルーム補助金活用事例

工事で 合計補助額112,000円合計補助額112,000円
工事で 合計補助額88,000円合計補助額88,000円

22

水からつくる環境にやさしい技
術。菌や汚れを除菌・分解し、清
潔に使える。

浴室水栓
TBV03401J
メーカー希望
小売価格
52,030円
（税込・工事費別）

55

プラス 27,000円（税込）で
クッションフロア（床）を
実施いたします。

※当社にて限定したものの中から。

プラス 27,000円（税込）で
クッションフロア（床）を
実施いたします。

※当社にて限定したものの中から。

憧れのタンクレスで広 し々たトイレを実現!憧れのタンクレスで広 し々たトイレを実現!

44

リラックスを追求、日常を快適にするTOTOのバスルーム シンラ!!リラックスを追求、日常を快適にするTOTOのバスルーム シンラ!!

22 44 44 77 88 99

22 33 44 44 77 88 99

おそうじ浴槽おそうじ浴槽

スイッチひとつで浴
槽を洗浄。毎日のお
掃除から解放。

床ワイパー洗浄床ワイパー洗浄

スイッチを押すだけ
でカビやピンク汚れ
の発生を抑えます。

お掃除ラクラク
ほっカラリ床
お掃除ラクラク
ほっカラリ床

すべりにくくひざをつい
ても痛くないため快適に
お使いいただけます。

段差解消88
6,000円/戸

廊下幅等の拡張99
28,000円/戸

節温水栓
5,000円/台

44
高効率給湯器
（エコジョーズ）

33
24,000円/台

浴室乾燥機44
20,000円/台

手すりの設置77
5,000円/戸

高断熱浴槽
24,000円/戸

22

期間中
毎日開催!

3,000円お値引き!3,000円お値引き!

ご購入・ご相談したい方は
東京ガスライフバル江戸川
ショールームへ!

ご購入・ご相談したい方は
東京ガスライフバル江戸川
ショールームへ!

をを
コンロ・レンジフードコンロ・レンジフード

給湯器給湯器

水栓水栓
外壁・屋根外壁・屋根

リフォームリフォーム

GFH-2406S-W5
（スノーホワイト）
メーカー希望小売価格
55,000円（税込）

2626

2222 2424

103,000円103,000円販売価格（税込・工事費別）

暖房のめやす暖房のめやす
木造／7畳まで木造／7畳まで
コンクリート／
9畳まで
コンクリート／
9畳まで

20号スタンダード20号スタンダード

27,000円27,000円
販売価格（税込）

SRC-365E
（ホワイト）
オープン価格

2727 暖房のめやす暖房のめやす
木造／11畳まで木造／11畳まで
コンクリート／15畳までコンクリート／15畳まで

26,000円26,000円
販売価格（税込）

RC-A4401NP-RM
メーカー希望小売価格
94,930円（税込）

2828

58,000円58,000円
販売価格（税込）

暖房のめやす暖房のめやす
木造／12畳まで木造／12畳まで
コンクリート／16畳までコンクリート／16畳まで

停電
発生時

災害時の備えにエネファームで
自家発電! 停電時でも※1
「電気」や「お湯」が使えます。

1717 1919
JL307MN-9NL2
メーカー希望小売価格
36,850円（税込・工事費別） 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。

平常時も停電時も電気を
ムダなく活用! 蓄電池を
設備して停電時も安心!

食事の片付けも
ラクラク！家事の時間を
大幅に低減してくれる
家事の味方です。

太陽光発電でつくった電気も有効活
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!

26,000円26,000円販売価格
（税込・工事費別）

ハイブリッド蓄電システムハイブリッド蓄電システム

エネファーム・蓄電池・太陽光の助成金エネファーム・蓄電池・太陽光の助成金

浄水器付きの台所水栓!浄水器付きの台所水栓!

2323

1818 蛇口一体型浄水器 

JS-12E
オープン価格

88

ガステーブルガステーブル 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!
※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）

シルキーピンク ステンレスフェイス
PD-862WS-60GP
メーカー希望小売価格
246,070円（税込・工事費別）

多彩なメニューを自動で焼き上げる!多彩なメニューを自動で焼き上げる!

フェイシス 60cm天板

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）同梱

PA-370WHA-L/R 60cm天板
（ナチュラルホワイト）
メーカー希望小売価格
78,320円（税込）　

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）同梱

42,000円42,000円販売価格（税込）

99
使いやすさを追求したコンロ!使いやすさを追求したコンロ!

食後がラクな食器洗い乾燥機食後がラクな食器洗い乾燥機

135,000円135,000円
販売価格（税込・工事費別）

191,000円191,000円
販売価格（税込・工事費別）

RHS31W30E12RCSTW
スパークリングカッパー
メーカー希望小売価格
347,710円（税込・工事費別）

美しさはもちろん、使いやすさを追求したコンロ!美しさはもちろん、使いやすさを追求したコンロ!

97,000円97,000円
販売価格（税込・工事費別）

RHS31W32L22RSTW
スモーキーピンク
メーカー希望小売価格
248,380円（税込・工事費別）

リッセ 60cm天板

ココットプレート
（ブラック・ワイド型）

同梱

1212
キッチンを自分らしく彩るコンロ!キッチンを自分らしく彩るコンロ!

136,000円136,000円
販売価格（税込・工事費別）

1111

11

高効率給湯器
（エコジョーズ）
24,000円/戸

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99％以上（実使用での実証結果ではありません） 効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるも
のではありません。使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※2 水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。（浴室は水道水のみ） ※3 試験期間（一財）日本食品分析センター 

【便器】CS232BM#NW1

ウオシュレットは
TCF2223Eになります。

ザ・ココット
同梱
ザ・ココット
同梱

ココットプレート 
（ブラック・
ワイド型）同梱

ココットプレート 
（ブラック・
ワイド型）同梱

パロマ「フェイシス」「ブリリオ」成約特典パロマ「フェイシス」「ブリリオ」成約特典

成約特典成約特典

①木製プレート 
　PM-2
　メーカー希望小売価格
　3,278円（税込）

①木製プレート 
　PM-2
　メーカー希望小売価格
　3,278円（税込）

②専用レシピ本 
　PBOOK-1
　メーカー希望小売価格
　2,035円（税込）

②専用レシピ本 
　PBOOK-1
　メーカー希望小売価格
　2,035円（税込）

③クッキングシート大 
　PLCS-2
　メーカー希望小売価格
　1,078円（税込）

③クッキングシート大 
　PLCS-2
　メーカー希望小売価格
　1,078円（税込）

ミールキット
・「日南どりのローストチキン」
・「島根県石見ポーク/鳥取県
大山ポークの黒酢酢豚」
※設置後専用応募サイトにて応募いただいた方

ミールキット
・「日南どりのローストチキン」
・「島根県石見ポーク/鳥取県
大山ポークの黒酢酢豚」
※設置後専用応募サイトにて応募いただいた方

デリシア 60cm天板

汚れの原因のひとつである菌をしっかり除菌!
きれい除菌水
汚れの原因のひとつである菌をしっかり除菌!
きれい除菌水※1

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 ステディア!

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 ステディア!

水まわりだからこそステンレス構造!

ステンレスキャビネット

引き出しを外した
ときの内部構造が
ステンレス素材。水
を使う場所だから
こそ湿気に強いス
テンレスなら安心。

水まわりだからこそステンレス構造のステディア! 
細かいところまで衛生面やお手入れのしやすさに配慮。
サビ・水・油汚れ、熱にも強く、カビやニオイもつきにくいので、
清潔さが求められるキッチンに最適!

 クリナップが長年培ってきた 「収納」の考えが
凝縮されている当店人気NO.1キッチン!

8/1
新発売
8/1
新発売

OGR-REC-AP602R/L
GM グレーメタリック 
メーカー希望小売価格
245,630円（税込・工事費別）

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！

富士工業 レンジフード 幅60cm

メーカー希望小売価格 253,000円（税込・工事費別）

富士工業 レンジフード 幅60cm

ボタン1つで、お湯でファンをまるごと洗浄!ボタン1つで、お湯でファンをまるごと洗浄!

販売価格
（税込・工事費別）

風量おまかせ運転と照明調光機能を
新たに搭載した新XGR!

風量おまかせ運転と照明調光機能を
新たに搭載した新XGR!

ワンタッチ
着脱ファン

TAG-REC-AP601SV シルバーメタリック

お湯をワイド噴射させて
ファンを回転洗浄！

キャンペーン期間：2022年8月1日～2022年12月31日
までにご成約しWEBで応募された方。

対象のレンジフードをご成約の方に
カタログギフトプレゼント！！

カタログギフト
10,800円相当

カタログギフト
4,800円相当

【TAG/OGRシリーズ】【XGR/SEGシリーズ】

直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、
細かい隙間の汚れを落とす作用があります。

365日浴室を快適にする浴室暖房

業界初※
ウルトラファインバブル発生装置を
給湯器（エコジョーズ）に搭載

ウルトラファインバブル給湯器 エコジョーズ風呂給湯器

給湯器から家中に
ウルトラファインバブル

高い除菌力でお風呂のお湯をキレイに!

動画でご紹介
キレイなお湯で気持ちよく入浴
除菌のできる風呂給湯器

入浴により、人の菌がお湯に残ります。
一晩経過すると菌が増殖し約１０００倍
に増殖※すると言われています。
※㈱衛生微生物研究センター調べ

毎日のバスタイムをより快適に!
おすすめのプレミアム風呂給湯器をご紹介!

毎日のバスタイムをより快適に!
おすすめのプレミアム風呂給湯器をご紹介!

2525

※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。※ガス栓は増設工事（有料）で増やせます。 ※条件により増設できない場合がございます。

35号シンプル 38号デラックス

乾燥容量 5kg

防犯・迷惑行為対策に防犯カメラ!防犯・迷惑行為対策に防犯カメラ!

DXアンテナ（株）
CWE1CBD1

いたずら・不審者・車上荒らし対策など、
さまざまな場面で防犯カメラは活躍します！21212020

58,000円58,000円販売価格
（税込・工事費別）26,000円26,000円販売価格

（税込・工事費別）

1010

1313

1515

177,000円177,000円

販売価格
（税込・工事費別）

販売価格
（税込・工事費別）171,000円171,000円 143,000円143,000円

富士工業 レンジフード 幅60cm1616
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！

XGR-REC-AP604
SV シルバーメタリック
メーカー希望小売価格
205,700円（税込・工事費別）

東京都より高額な助成金を
受けられます。
※詳しくは、弊社
　担当者までお問合せ
　ください。

※本製品はガスコンロ、電気コンロ、オーブンで使用できます。IHクッキングヒーターでは使用できません。

レジェロかビルトインコンロ
（デリシア・リッセ）をご購入で
ミニミトンをプレゼント!

レジェロかビルトインコンロ
（デリシア・リッセ）をご購入で
ミニミトンをプレゼント!

鍋敷きをプレゼント!鍋敷きをプレゼント!

レジェロとビルトインコンロを同時購入で
さらに1,000円（税込）お値引き!
レジェロとビルトインコンロを同時購入で
さらに1,000円（税込）お値引き!

RBO-MN18（WH）
容量1.9（L） 重量1.1（kg）
直径18（cm）
付属品 内網、取扱説明書、
レシピブック、アプリガイド
メーカー希望小売価格 25,300円（税込） カラー：ホワイト・ブラック　

直径：18㎝・22㎝
もあります！

1414

 無水調理鍋Leggiero(レジェロ)  無水調理鍋Leggiero(レジェロ) リンナイ成約特典リンナイ成約特典

17,700円17,700円販売価格（税込）

レジェロとビルトインコンロ
（デリシア・リッセ）を同時購入で
レジェロとビルトインコンロ
（デリシア・リッセ）を同時購入で

浴室、洗面所、キッチン、食洗
機などにウルトラファインバ
ブルのお湯を送り、気になる
水まわりの汚れや水垢が付き
にくくなります。加えて、シャ
ワーにより肌へうるおいを与
えることが期待されます。

※ガス給湯器において業界初！
2022年7月現在リンナイ（株）調べ。

網かごきれい網かごきれい まな板・包丁きれいまな板・包丁きれい ふきんきれいふきんきれい

成約特典成約特典
オイシックス
4,500円

相当の食材セット

オイシックス
4,500円

相当の食材セット

2022年12月末までに設置し
WEBで申し込みされた方。

お風呂の残り湯の「菌」に注目！翌日も残り湯で
入浴される方、残り湯で洗濯される方は、ＵＶ
除菌ユニット内蔵の給湯器をオススメします！

10：00～17：00

開催期間

TOTO
江戸川ショールーム予約制

11/19（土）・20（日） 12/3（土）・4（日）

30302929
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