
※ショールーム等での展示会や抽選会等の催事はございません。ご了承ください。※ショールーム等での展示会や抽選会等の催事はございません。ご了承ください。

※画像はイメージです。※プレゼントの数には限りがあります。
　なくなり次第他の商品となりますので、予めご了承ください。
※プレゼントは1家族1点限りとさせていただきます。
※部品・部材のお見積りは対象外となります。
※弊社担当者が訪問し、お見積り提示時のお渡しとなります。お見積りキャンセ
ルの場合は対象外となります。予めご了承ください。

お見積特典お見積特典 セール期間中に
お見積りを
ご依頼いただくと！

セール期間中に
お見積りを
ご依頼いただくと！

ご購入特典ご購入特典
パッチョ・電パッチョ
エコバッグ（非売品）
プレゼント!!

パッチョ・電パッチョ
エコバッグ（非売品）
プレゼント!!

もらえ
る

税込５万円以上
ご成約のお客さまに

保存に便利な
４点セット
プレゼント!

AコースAコース

税込15万円以上
ご成約のお客さまに

今治フェイスタオル
白銀2枚組
プレゼント!

BコースBコース CコースCコース

※景品の数には限りがあります。なくなり次第他の商品となりますので予めご了承ください。
※セール期間中にご成約又はセール期間中にお見積りご依頼の上、2021年5月末までにご成約
の場合に適用となります。
※特典のコースは選べません。ご成約の金額により特典のコースを決定いたします。

5月末までにご成約
いただいたお客さまに！
5月末までにご成約
いただいたお客さまに！※

税込30万円以上
ご成約のお客さまに

トップスーパーNANOX＆
CHARMY Magica酵素＋

ギフト４点セット
プレゼント!

手洗い・アルコール
消毒を従業員一同
徹底しております。

従業員は出勤前に検温し
事務所にて健康チェックを

行っております。

お客さまに安心してご利用いただくために新型コロナウイルス感染予防の対策として下記の内容を実施しております。

チラシ有効期間
2021年3月9日（火）～
2021年3月15日（月）電話受付時間／月～土 9:00～19:00日・祝 9:00～17:30

東京ガスライフバル葛飾
東京ガス葛飾エナジー（株） 東京都葛飾区青戸4-2-8

03-5680-6078
担　当

従業員に対し
マスク着用を

義務付けております。

お電話でのお申込み
東京ガスライフバル葛飾までお電話にて直接お申し込みください。

電話受付時間 月～土 9:00～19:00 日・祝 9:00～17:30
03-5680-6078

インターネットでも承っております
スマホ・パソコンからアクセスいただき、メニュー内の
「お問い合わせフォーム」からお申し込みください。

お問い合わせ・お申込みは下記の方法にてお願いいたします。

東京ガスライフバル葛飾 検索

東京ガスライフバル葛飾東京ガスライフバル葛飾

2021年2021年3月9日（火）～3月15日（月）3月9日（火）～3月15日（月）
例年３月に「テクノプラザかつしか」にて多数商品を展示し、

お客さまに最新機器のご案内や最適な情報をご提供するイベントを開催しておりましたが、
今年はコロナ禍の状況を鑑み、お客さまの安全を最優先して中止することといたしました。

その代わりとして、少しでもお客さまのためになればとの思いで、
上記セールを開催いたします。よろしければこの機会にご検討ください。

例年３月に「テクノプラザかつしか」にて多数商品を展示し、
お客さまに最新機器のご案内や最適な情報をご提供するイベントを開催しておりましたが、
今年はコロナ禍の状況を鑑み、お客さまの安全を最優先して中止することといたしました。

その代わりとして、少しでもお客さまのためになればとの思いで、
上記セールを開催いたします。よろしければこの機会にご検討ください。

開催日程

大感謝セール大感謝セール
春の春の

https://reception.tokyo-gas.co.jp/req/tgwu01?s=3533902&t=0

無料
ガスコンロを８年以上使用していて心配
ガス給湯器を10年以上使用していて心配
コンロの火がつきにくい
給湯のお湯がぬるい
蛇口から水がポタポタたれている
便器に水漏れの跡ができている。

ガス機器＆水回り　　　安心点検ガス機器＆水回り　　　安心点検 技術を持った専門家が点検にお伺いします。技術を持った専門家が点検にお伺いします。

3月9日～3月15日に安心点検お申込みの方に!

※画像はイメージです。※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、予めご了承ください。
※プレゼントは1家族1点限りとさせていただきます。

※修理が必要な場合は、技術料・部品費が有料となりますのでご了承ください。
また、修理となる場合は事前にお知らせいたします。

食器洗い用洗剤
プレゼント!!
食器洗い用洗剤
プレゼント!!

こんな症状がある方はこの機会にお申込みを！！

16号フルオート プレミアムタイプ GT-C1662PAWX-2BL　
メーカー希望小売価格 413,600円（税込）
（無線LAN対応）浴室リモコン　RC-G001SE-2-FCN　メーカー希望小売価格22,990円（税込）
（無線LAN対応）台所リモコン　RC-G001MW-2-FCN　メーカー希望小売価格28,490円（税込）

16号フルオート プレミアムタイプ GT-C1662PAWX-2BL　
メーカー希望小売価格 413,600円（税込）
（無線LAN対応）浴室リモコン　RC-G001SE-2-FCN　メーカー希望小売価格22,990円（税込）
（無線LAN対応）台所リモコン　RC-G001MW-2-FCN　メーカー希望小売価格28,490円（税込）

24号オート　マイクロバブルバスユニット内蔵型　
RUF-ME2406SAW
メーカー希望小売価格 495,000円（税込）
専用リモコン　MBC-MB240VC　
メーカー希望小売価格　48,180円（税込）
循環金具　UF-MB1201AL-10A　
メーカー希望小売価格　16,500円（税込）

24号オート　マイクロバブルバスユニット内蔵型　
RUF-ME2406SAW
メーカー希望小売価格 495,000円（税込）
専用リモコン　MBC-MB240VC　
メーカー希望小売価格　48,180円（税込）
循環金具　UF-MB1201AL-10A　
メーカー希望小売価格　16,500円（税込）

UV除菌
ユニット
搭載

残り湯の除菌ができる給湯器

白濁のお湯をご家庭で楽しめる給湯器

16号オート FH-E168AWL
メーカー希望小売価格 319,000円(税込)
浴室リモコン FC-250V-FL 
メーカー希望小売価格19,140円（税込）
台所リモコン MC-250V-FL 
メーカー希望小売価格16,940円（税込）

16号オート FH-E168AWL
メーカー希望小売価格 319,000円(税込)
浴室リモコン FC-250V-FL 
メーカー希望小売価格19,140円（税込）
台所リモコン MC-250V-FL 
メーカー希望小売価格16,940円（税込）

風呂給湯器風呂給湯器

給湯暖房用熱源機＆浴室暖房乾燥機給湯暖房用熱源機＆浴室暖房乾燥機

販売価格
（税込・工事費別※1） 253,000円253,000円

セット販売価格
（税込・工事費別※1） 320,000円320,000円

販売価格
（税込・工事費別※1） 330,000円330,000円

販売価格
（税込・工事費別※1） 176,000円176,000円

商品番号2020 商品番号2121

商品番号2222

商品番号2323

パロマ PTT-002
オープン価格

節水型
シャワーヘッド 
エアージェット
プレゼント!

節水型
シャワーヘッド 
エアージェット
プレゼント!

<新機能>追い炊き配管の
汚れ度合いを予測して洗浄する
「スマート配管クリーン」搭載

<新機能>追い炊き配管の
汚れ度合いを予測して洗浄する
「スマート配管クリーン」搭載

詳しくは動画で
チェック！

詳しくは動画で
チェック！

無料

イチオシイチオシ

京セラ製エネファーム

※画像はイメージです。※数に限りがあるため、万が一
品切れの際は他の商品となります。ご了承ください。

キレイキレイ薬用
泡ハンドソーププレゼント!

給湯暖房用熱源機 24号オート
屋外壁掛型 XT4219KRSSWCM　
メーカー希望小売価格423,500円（税込・工事費別）
浴室リモコン FC-900-FN 
メーカー希望小売価格 19,250円（税込）
台所リモコン MC-H900-FN 
メーカー希望小売価格 17,050円（税込）

給湯暖房用熱源機 24号オート
屋外壁掛型 XT4219KRSSWCM　
メーカー希望小売価格423,500円（税込・工事費別）
浴室リモコン FC-900-FN 
メーカー希望小売価格 19,250円（税込）
台所リモコン MC-H900-FN 
メーカー希望小売価格 17,050円（税込）

浴室暖房乾燥機　
ホットドライ（壁掛形）シンプルタイプ　
XBD-4115AUSK
メーカー希望小売価格93,500円（税込）

浴室暖房乾燥機　
ホットドライ（壁掛形）シンプルタイプ　
XBD-4115AUSK
メーカー希望小売価格93,500円（税込）

《セール期間中にお申込みください！》
お客さま宅にてエネファーム導入シミュレーションを

行っていただくと

戸建てに
お住まいの
お客さま限定

エネファーム
について

詳しくはこちら

3月1日
モデルチェンジ

3月1日
モデルチェンジ

&&

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

（内部イメージ）



48%OFF48%OFF
※2※2

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

壁紙張替え床の張替え

外壁の塗装 網戸の張替え

※ガステーブルは別途配達費4,400円（税込）がかかります。
※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）

インターネットでのお申込み
スマホ・パソコンからアクセスいただき、メニュー内の「お問い合わせフォーム」からお申し込みください。

お電話でのお申込み
東京ガスライフバル葛飾まで
お申し込みください。

月～土 9:00～19:00
日・祝 9:00～17:3003-5680-6078

ネオレストRH

https://reception.tokyo-gas.co.jp/req/tgwu01?s=3533902&t=0東京ガスライフバル葛飾 検索

タンクレストイレ CES9768MR
メーカー希望小売価格 412,500円(税込)
※手洗い器・キャビネット・紙巻器・その他小物は含まれません。

タンクレストイレ CES9768MR
メーカー希望小売価格 412,500円(税込)
※手洗い器・キャビネット・紙巻器・その他小物は含まれません。

スタンダードタイプ

天日干しと同レベルの
除菌効果

ＲＤＴ-５４Ｓ-ＳＶ ガスコード接続タイプ 乾燥容量5.0ｋｇ
メーカー希望小売価格140,800円（税込）

ラ・クック
(サングリアレッド)

同梱

ラ・クック
(サングリアレッド)

同梱

電話受付時間3月9日（火）～３月15日（月）の間に
お電話または弊社ホームページで

お申込みください！

PEM-1 メーカー
希望小売価格
11,000円(税込)

ビルトインコンロビルトインコンロ

ガステーブルガステーブル

PD-821WS-60GX 
ノーブルシャンパンガラス・ステンレスフェイス・
ホーローゴトク 天板幅60ｃｍ
メーカー希望小売価格234,300円（税込）

PD-821WS-60GX 
ノーブルシャンパンガラス・ステンレスフェイス・
ホーローゴトク 天板幅60ｃｍ
メーカー希望小売価格234,300円（税込）

スタンダードタイプ商品番号 99
ＲＴ64ＪＨ6Ｓ2-ＧＬ（Ｒ）
グラッククリスタルコート・ブラックトーンパネル・
ホーローゴトク　天板幅約60ｃｍ
メーカー希望小売価格
49,280円（税込）

ＲＴ64ＪＨ6Ｓ2-ＧＬ（Ｒ）
グラッククリスタルコート・ブラックトーンパネル・
ホーローゴトク　天板幅約60ｃｍ
メーカー希望小売価格
49,280円（税込）

販売価格
（税込）

35%
OFF32,000円32,000円

エブリシェフ商品番号 88

PA-370WHA-L（Ｒ） ナチュラルホワイトプラチナカラーホーロー・
ナチュラルホワイト・ホーローゴトク　天板幅約60ｃｍ
メーカー希望小売価格 74,580円（税込）

PA-370WHA-L（Ｒ） ナチュラルホワイトプラチナカラーホーロー・
ナチュラルホワイト・ホーローゴトク　天板幅約60ｃｍ
メーカー希望小売価格 74,580円（税込）

販売価格
（税込）

40%
OFF44,700円44,700円

レンジフードレンジフード
商品番号 66

販売価格
（税込・工事費別※1）

30%
OFF

156,000円156,000円

「風量おまかせ運転」で
効率良く油煙をキャッチ!
「風量おまかせ運転」で
効率良く油煙をキャッチ!

OGR-REC-AP602R/L GM グレーメタリック 幅60ｃｍ　
メーカー希望小売価格223,300円（税込）
OGR-REC-AP602R/L GM グレーメタリック 幅60ｃｍ　
メーカー希望小売価格223,300円（税込）

商品番号 77
効率的に煙を
吸い込むことに
考慮した形状

効率的に煙を
吸い込むことに
考慮した形状
EWR-3R-AP601 SV 
シルバーメタリック 幅60ｃｍ　
メーカー希望小売価格146,300円（税込）

EWR-3R-AP601 SV 
シルバーメタリック 幅60ｃｍ　
メーカー希望小売価格146,300円（税込）

多機能パンプレゼント!多機能パンプレゼント!

ダイキンエアコンご購入の方に「ぴちょんくんグッズ」プレゼント!!ダイキンエアコンご購入の方に「ぴちょんくんグッズ」プレゼント!!

ラ・クック（サングリアレッド）プレゼント!ラ・クック（サングリアレッド）プレゼント!

ラ・クック
（サングリアレッド）
プレゼント!

ラ・クック
（サングリアレッド）
プレゼント!

商品番号 11

販売価格
（税込・工事費別※1）

N3S10PWASKSTEC 
プラチナシルバーガラス・
シルキーステンレスフェイス・
グレーホーローゴトク 天板幅60ｃｍ 
メーカー希望小売価格325,600円（税込）

N3S10PWASKSTEC 
プラチナシルバーガラス・
シルキーステンレスフェイス・
グレーホーローゴトク 天板幅60ｃｍ 
メーカー希望小売価格325,600円（税込）

169,000円169,000円

商品番号 44 商品番号 55

商品番号 22 商品番号 33

RHS31W23L9RSTW 
グラデーションブラウンガラス・ステンレス
パネル・ホーローゴトク 天板幅 60cm
メーカー希望小売価格 236,500 円(税込)

RHS31W23L9RSTW 
グラデーションブラウンガラス・ステンレス
パネル・ホーローゴトク 天板幅 60cm
メーカー希望小売価格 236,500 円(税込)

販売価格
（税込・工事費別※1）

販売価格
（税込・工事費別※1）

キャセロールL
同梱

キャセロールL
同梱

プレートパンL
同梱

プレートパンL
同梱

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機トイレトイレ
商品番号1919

※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等が必要になります。

ガスのパワーで

　　     スピード乾燥！

290,000円290,000円 98,000円98,000円
詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

アラウーノS160
XCH1601RWS
メーカー希望小売価格
295,900円（税込）
※手洗い器・キャビネット・
　紙巻器・その他小物
　は含まれません。

XCH1601RWS
メーカー希望小売価格
295,900円（税込）
※手洗い器・キャビネット・
　紙巻器・その他小物
　は含まれません。

200,000円200,000円

イチオシイチオシ

PD-509WS-60CV　
ティアラシルバーハイパーガラスコート・プレミアム
シルバーフェイス・ホーローゴトク 天板幅60ｃｍ 
メーカー希望小売価格148,500円（税込）

PD-509WS-60CV　
ティアラシルバーハイパーガラスコート・プレミアム
シルバーフェイス・ホーローゴトク 天板幅60ｃｍ 
メーカー希望小売価格148,500円（税込）

※レンジフード連動機能は搭載されていません。※レンジフード連動機能は搭載されていません。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

RHS21W28P12TGVL(R)
ライトグレーパールクリスタル・シルバーパネル・
ホーローゴトク 天板幅60ｃｍ
メーカー希望小売価格171,600円（税込）

RHS21W28P12TGVL(R)
ライトグレーパールクリスタル・シルバーパネル・
ホーローゴトク 天板幅60ｃｍ
メーカー希望小売価格171,600円（税込）

35%
OFF

20%
OFF

ココットプレート（ブラック・標準型）同梱ココットプレート（ブラック・標準型）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

商品番号1414

商品番号1616

エアコンエアコン ※既存のエアコンを処分する場合にはリサイクル料金、収集・運搬料金を別途ご負担いただきます。

CXシリーズ 暖房時・冷房時おもに6畳用 Ｓ22YTCXS-W(ホワイト) 
メーカー希望小売価格 297,000円(税込)
CXシリーズ 暖房時・冷房時おもに6畳用 Ｓ22YTCXS-W(ホワイト) 
メーカー希望小売価格 297,000円(税込)

販売価格
（税込・工事費別※1）

84,700円84,700円

ＲＸシリーズ 暖房時・冷房時おもに6畳用
Ｓ22YTRXS-W（ホワイト）　
メーカー希望小売価格407,000円（税込）

ＲＸシリーズ 暖房時・冷房時おもに6畳用
Ｓ22YTRXS-W（ホワイト）　
メーカー希望小売価格407,000円（税込）

Eシリーズ 暖房時・冷房時おもに6畳用
S22YTES-W(ホワイト)　オープン価格
Eシリーズ 暖房時・冷房時おもに6畳用
S22YTES-W(ホワイト)　オープン価格

販売価格
（税込・工事費別※1）

すっきりコンパクトサイズのベーシックモデル

高さ250ｍｍのコンパクトデザインで
狭いスペースにフィット。

商品番号1515 換気しながら、加湿・除湿・冷暖房ができるイチオシイチオシ

システムキッチン・システムバス・ユニットバス・洗面化粧台・内装・外壁など
住まいのリフォームもお任せください！

※写真は設置イメージです。※写真は設置イメージです。

商品番号1818

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは動画でチェック！詳しくは動画でチェック！

ＯＧＲシリーズで
「お手入れらく」に！
ＯＧＲシリーズで

「お手入れらく」に！
詳しくは動画でチェック！詳しくは動画でチェック！

波型プレートパンL・油はねガードLプレゼント!波型プレートパンL・油はねガードLプレゼント!

洗剤セットプレゼント!!洗剤セットプレゼント!!AirPRO製レンジフード
ご購入先着15名様に
AirPRO製レンジフード
ご購入先着15名様に

ネオレストＮＸ／ＡＨ／ＲＨ／ＤＨご購入の方に
２，０００円相当のアマゾンギフト券プレゼント
ネオレストＮＸ／ＡＨ／ＲＨ／ＤＨご購入の方に
２，０００円相当のアマゾンギフト券プレゼント

DP0149
メーカー希望小売価格8,250 円(税込)
DP0149
メーカー希望小売価格8,250 円(税込)

DP0150
メーカー希望小売価格3,520円(税込)
DP0150
メーカー希望小売価格3,520円(税込)

※2※2

60%
OFF
60%
OFF

※写真は設置イメージです。※写真は設置イメージです。

商品番号1717 2/22
発売
2/22
発売

2021年3月
発売

2021年3月
発売

キッチン水栓キッチン水栓 浴室水栓浴室水栓 洗面水栓洗面水栓

洗面水栓 
シングル混合水栓　
TLHG30EGR
メーカー希望小売価格
36,190円（税込）

洗面水栓 
シングル混合水栓　
TLHG30EGR
メーカー希望小売価格
36,190円（税込）

浴室水栓
サーモスタット混合水栓　
TBV03401J
メーカー希望小売価格
48,180円（税込）

浴室水栓
サーモスタット混合水栓　
TBV03401J
メーカー希望小売価格
48,180円（税込）

商品番号1313商品番号1111商品番号1010 商品番号1212
キッチン用　
シングルレバー混合栓
ワンホール　
JL307MN-9NL2　
メーカー希望小売価格
36,850円（税込）

キッチン用　
シングルレバー混合栓
ワンホール　
JL307MN-9NL2　
メーカー希望小売価格
36,850円（税込）

販売価格
（税込・工事費別※1）

※2※2
30%
OFF

25,300円25,300円販売価格
（税込・工事費別※1）

※2※2
35%
OFF

31,300円31,300円販売価格
（税込・工事費別※1）

※2※2
35%
OFF

62,900円62,900円 販売価格
（税込・工事費別※1）

※2※2
20%
OFF

29,400円29,400円

キッチン用 タッチレス水栓 
ナビッシュ乾電池式
SF-NB454SX 
メーカー希望小売価格
96,800円（税込）

キッチン用 タッチレス水栓 
ナビッシュ乾電池式
SF-NB454SX 
メーカー希望小売価格
96,800円（税込）

さらに7,000円（税込）引き!!
ビルトインコンロと同時購入で

※2※2

25%
OFF

※2※2

※3※3

さらに12,000円（税込）引き!!
ビルトインコンロと同時購入で ※3※3

販売価格
（税込・工事費別※1） 109,000円109,000円

※2※2

※2※2

※2※2

45%
OFF

※2※2

※2※2

3月9日（火）～３月15日（月）の間に
お電話または弊社ホームページで

お申込みください！

96,000円96,000円販売価格
（税込・工事費別※1）

35%
OFF

※2※2

152,000円152,000円

137,000円137,000円販売価格
（税込・工事費別※1）

35%
OFF

※2※2

153,000円153,000円

223,800円223,800円

販売価格
（税込・工事費別※1）

販売価格
（税込・工事費別※1）

販売価格
（税込・工事費別※1） 販売価格

（税込・工事費別※1）

118,800円118,800円

詳しくは
動画で
チェック！

詳しくは
動画で
チェック！

PGD-30R  メーカー希望小売価格
8,800円（税込）

PGD-30R　メーカー希望小売価格8,800円（税込）

マルチグリルとグリル
専用容器で、焼く・煮る・
蒸す・ノンフライなどに
加え薫製や低温調理も
可能に。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

※1取付の際は別途工事費がかかります。※2掲載の値引率はすべてメーカー希望小売価格からの値引率です。※３弊社指定のビルトインコンロと同時購入の場合適用いたします。詳しくは弊社担当
者までお問合せください。※本チラシ掲載の商品は2021年2月15日現在のものです。セール当日までに掲載商品がモデルチェンジした場合は、後継商品をご案内いたします。※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。※お客さま宅の状況により掲載商品を取付できない場合があります。予めご了承く
ださい。※2021年3月9日～2021年3月15日にお申込みの上、2021年5月31日までにご成約いただいた場合に、本チラシ掲載価格が適用となります。

システムキッチン・システムバス・ユニットバス・洗面化粧台・内装・外壁など
住まいのリフォームもお任せください！


