
東京ガスライフバル葛飾 東京ガス葛飾エナジー（株）
東京都荒川区南千住3-13-1
東京ガス千住ビルＡ館３階

03-5604-5880
チラシ有効期間 2022年11月30日（水）～2022年12月6日（火）

※ご記入いただいた個人情報は、東京ガスの電気・ガス機器スペシャルサポートのご案内および弊社の供給する商品・サービスの
お知らせ、催し物のご案内等に利用させていただきます。上記の利用目的において東京ガスと共同利用する場合があります。その
他、個人情報の取り扱いについては、弊社および東京ガスホームページの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

お名前

ご住所 ご予約
日時

TEL

フリガナ

□12/2（金）　□12/3（土）

時～　　　時

マスクの着用ご来場前の検温 会場での
手指への消毒

少人数（２人以内）
でのご来場ご来場時のお願いご来場時のお願い

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。

03-5604-5880
https://reception.tokyo-gas.co.jp/req/tgwu01?s=3533902&t=0東京ガスライフバル葛飾 検索電話受付時間 月～土 9:00～19:00 日・祝 9:00～17:30

ガス展期間中 2022年11月30日（水）～12月6日（火）の間にお申し込みください!ガス展期間中 2022年11月30日（水）～12月6日（火）の間にお申し込みください!
特設会場イベントにご来場いただけなくてもチラシ価格にてご提供します!

洗面水栓洗面水栓

洗浄力の高いサイクロンバブル
ミストシャワー水形搭載。
洗浄力の高いサイクロンバブル
ミストシャワー水形搭載。

商品番号4242

WU100MN　
メーカー希望小売価格 
32,780円（税込）

キレイスト

※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。

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機

商品番号4444

ガスのパワーでスピード乾燥
天日干しと同レベルの除菌効果
ガスのパワーでスピード乾燥
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 147,840円（税込）

スタンダードタイプ

販売価格
（税込・工事費別※1）

下記をご記入の上、切り取ってご来場時に受付スタッフにお渡しください。下記をご記入の上、切り取ってご来場時に受付スタッフにお渡しください。

会場：テクノプラザかつしか
日時：2022年12月2日（金）・12月3日（土）10：00～16：00（受付15：30まで）

会場：テクノプラザかつしか
日時：2022年12月2日（金）・12月3日（土）10：00～16：00（受付15：30まで）

※本チラシ掲載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。

なお、お電話およびホームページからの商品の購入・お見積りの申し込みは承ります。なお、お電話およびホームページからの商品の購入・お見積りの申し込みは承ります。
首都圏に緊急事態宣言が発令された場合、特設会場でのガス展を中止する可能性がございます。首都圏に緊急事態宣言が発令された場合、特設会場でのガス展を中止する可能性がございます。

おたのしみ抽選会 抽選券

詳しくは
こちら▼

20%
OFF
20%
OFF

※2※2

118,000円118,000円

販売価格
（税込・工事費別※1）

販売価格
（税込・工事費別※1）

15%
OFF
15%
OFF

※2※2

27,800円27,800円

ミストシャワー水形搭載。ミストシャワー水形搭載。ミストシャワー水形搭載。

温水洗浄便座温水洗浄便座

商品番号4040

TCF4713AKR
メーカー希望小売価格 141,680円（税込）

販売価格
（税込・工事費別※1）

25%
OFF
25%
OFF

※2※2

106,000円106,000円

商品番号4343

ホース引出式
シングルレバー
洗髪シャワー
混合水栓

20%
OFF
20%
OFF

※2※2

49,200円49,200円

トイレトイレ

商品番号3636 ネオレストAS2ネオレストAS2 サティスＳサティスＳ

シンプルでミニマムな佇まい。
洗練を極めたタンクレストイレ。
シンプルでミニマムな佇まい。
洗練を極めたタンクレストイレ。 ウォシュレット®アプリコットF1Aウォシュレット®アプリコットF1A

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） 260,000円260,000円

便座きれい便座きれい

使うたびに便座裏の先端部分の
汚れを漂白・除菌。汚れの発生を
しっかり抑え、きれいを保ちます。

流すたびに、「２種類の泡」と
「パワフルな水流」でしっかり
おそうじします。

「ガンコな水アカ」も「汚物」も
どちらも落とせる、お掃除ラク
ラクな衛生陶器です。

詳しくは
こちら ▼

おたのしみ抽選会おたのしみ抽選会特設会場限定!特設会場限定!

東京ガスライフバル葛飾の東京ガスライフバル葛飾の

※画像はイメージです。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。※抽選は１家族１回限りとさせていただきます。

グルメギフトカード
5,500円分

1等（10本）1等（10本）
今治フェイスタオル
白銀２枚組

2等（28本）2等（28本）
バウンスカラー

レジャー＆レジ保冷温バッグ

3等（66本）3等（66本）

ジパック
冷凍保存
パック
３枚

参加賞参加賞

担 当

会場では新型コロナウイルス
感染症拡大予防対策を徹底します。

特設会場はコチラ!特設会場はコチラ!

テクノプラザかつしか 葛飾区青戸7-2-1

東京都城東地域中小企業振興センター
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砥
駅

亀有←【青砥駅入口 経由】→
新小岩駅東北広場

（テクノプラザかつしか下車）

京成バス

亀有←→京成小岩（亀有新道下車）

金町←→浅草寿町（亀有新道入口下車）

京成バス

都バス

※有料の駐車場はございますが、
数に限りがあります。公共交通機関又は

自転車等でお越しください。

※有料の駐車場はございますが、
数に限りがあります。公共交通機関又は

自転車等でお越しください。

開催日時：2022年
12月2日（金）・12月3日（土）
10:00～16:00（受付15：30まで）

ダスキンのお掃除
グッズ販売します!
ダスキンのお掃除
グッズ販売します!

年末の大掃除に!年末の大掃除に!
会場
限定

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

パッチョ・電パッチョ保温冷
ペットボトルホルダープレゼント!

ガス展期間中にお見積りをご依頼いただくと!ガス展期間中にお見積りをご依頼いただくと!

※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。※画像はイメージです。色合いが異なる場合がございます。景品は１家族１点限
りとさせていただきます。数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

月～土 9:00～19:00 日・祝 9:00～17:30
電話受付時間

スマホやパソコンから右記にアクセスいただき、お申込みください。
アクセスはコチラ ▶ https://krs.bz/tg-lv_katsushika/m/e-reserve?&e_7271=2

お電話でのご予約 東京ガスライフバル葛飾までお電話ください。

インターネットからのご予約

※ご予約がなくても入場可能ですが、ご予約のお客さま優先の入場となります。会場が混雑した際にはお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください。

ご予約方法は下記の2つよりお選びいただけます!

03-5604-5880

※画像はイメージです。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。
※景品は１家族１点限りとさせていただきます。

パッチョ抗菌マスクケース（非売品）を
プレゼント！！

2022年12月1日（木）までに
ご予約の上、ご来場いただいた方に！
2022年12月1日（木）までに
ご予約の上、ご来場いただいた方に！

事前予約をお願いします!事前予約をお願いします!

月～土 9:00～19:00　日・祝 9:00～17:30 
電話受付時間

右下の抽選券を切り取って
ご来場時に受付スタッフにお渡しください!

リフォームもお任せくださいリフォームもお任せください

商品番号3737
シンプルにそぎ落としたデザインに
先進機能を搭載
シンプルにそぎ落としたデザインに
先進機能を搭載

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

キレイが続く
アクアセラミック
キレイが続く

アクアセラミック

CES9720M＃NW1 メーカー希望小売価格 481,800円（税込）

※紙巻器・キャビネットは価格に含まれません。

※紙巻器・タオル掛・手洗器は価格に含まれません。 ※紙巻器は価格に含まれません。

便器 YBC-S40H/BW1 メーカー希望小売価格 75,900円（税込）
機能部 DV-S825H/BW1 メーカー希望小売価格 277,200円（税込）
合計 353,100円（税込）

商品番号4141

TCF6623
メーカー希望小売価格 96,690円（税込）

※ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。

※新規お取付けの際は電気工事が必要になる場合がございます。

販売価格
（税込・工事費別※1）

25%
OFF
25%
OFF

※2※2

72,500円72,500円

ウォシュレット®SBウォシュレット®SB

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

商品番号

3939

ピュアレストQRピュアレストQR

お掃除がしやすいすっきりデザインの
タンク式トイレ
お掃除がしやすいすっきりデザインの
タンク式トイレ

販売価格
（税込・工事費別※1） 148,800円148,800円

お掃除しやすい
デザイン

お掃除しやすい
デザイン

便器 CS232BM＃NW1 メーカー希望小売価格 64,790円（税込）
タンク SH233BA＃NW1 メーカー希望小売価格 70,070円（税込）
ウォシュレットSB TCF6623 メーカー希望小売価格 96,690円（税込）
合計 231,550円（税込）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

商品番号3838 3939アラウーノS160アラウーノS160

お手入れをラクにする
おそうじ機能や衛生面に
配慮した機能を搭載。

お手入れをラクにする
おそうじ機能や衛生面に
配慮した機能を搭載。

販売価格
（税込・工事費別※1） 198,000円198,000円

激落ちバブル激落ちバブル

詳しくは
こちら ▼

タイプ１ XCH1601RWS メーカー希望小売価格 320,100円（税込）

※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。

※１．お取付け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。※お客さま宅の状況により掲載商品をお取付できない場合がございます。予めご了承ください。詳しくは弊社担当者までお問合せください。

SF-800SYU
メーカー希望小売価格 61,600円（税込）

場所：テクノプラザかつしか（葛飾区青戸7－2－1）場所：テクノプラザかつしか（葛飾区青戸7－2－1）場所：テクノプラザかつしか（葛飾区青戸7－2－1）場所：テクノプラザかつしか（葛飾区青戸7－2－1）

2022年11月30日（水）～
2022年12月  6 日（火）
2022年11月30日（水）～
2022年12月  6 日（火）

期間中にぜひ
お申し込みください!

期間中にぜひ
お申し込みください!

特設会場イベントに
ご来場いただけなくても

チラシ価格にてご提供します!

特設会場イベントに
ご来場いただけなくても

チラシ価格にてご提供します!

ガス展期間ガス展期間

特設会場イベント
日時：2022年12月2日（金）～2022年12月3日（土）

10:00～16:00（受付15:30まで）

特設会場イベント
日時：2022年12月2日（金）～2022年12月3日（土）

10:00～16:00（受付15:30まで）

特設会場イベント
日時：2022年12月2日（金）～2022年12月3日（土）

10:00～16:00（受付15:30まで）

特設会場イベント
日時：2022年12月2日（金）～2022年12月3日（土）

10:00～16:00（受付15:30まで）

※数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。※数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

京成青砥駅から徒歩12分 

従来衛生陶器従来衛生陶器 アクアセラミックアクアセラミック

※写真はすべてイメージです。



ガス炊飯器ガス炊飯器

ガステーブルガステーブル

いつでもそばにコンセント

※ポータブル電源は別途配達費4,400円（税込）がかかります。

もしもの備えに!もしもの備えに!

風呂給湯器風呂給湯器

ＵＶ除菌ユニット
（内部イメージ）

浴室水栓浴室水栓

小型湯沸器小型湯沸器

キッチン水栓キッチン水栓

触らないから
汚れない
タッチレス水栓

ビルトインコンロビルトインコンロ

ＴＡＧ・OGR・SEG・XGR・LGR・EWR
シリーズとビルトインコンロを

ＴＡＧ・OGR・SEG・XGR・LGR・EWR
シリーズとビルトインコンロを

ＴＡＧ・OGR・SEG・XGR・LGR・EWR
シリーズとビルトインコンロを

ＴＡＧ・OGR・SEG・XGR・LGR・EWR
シリーズとビルトインコンロを

ＴＡＧ・OGR・SEG・XGR・LGR・EWR
シリーズとビルトインコンロを

同時購入で合計価格よりさらに同時購入で合計価格よりさらに

10,000円（税込）お値引き!※310,000円（税込）お値引き!※3

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

ガスファンヒーターガスファンヒーター

SRC-365E ホワイト オープン価格SRC-365E ホワイト オープン価格

35号シンプル35号シンプル

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。

03-5604-5880
https://reception.tokyo-gas.co.jp/req/tgwu01?s=3533902&t=0東京ガスライフバル葛飾 検索電話受付時間 月～土 9:00～19:00 日・祝 9:00～17:30

25%
OFF
25%
OFF

※2※2

20%
OFF
20%
OFF

※2※2

ナビッシュ乾電池式 SF-NB454SX
メーカー希望小売価格 102,300円（税込）
ナビッシュ乾電池式 SF-NB454SX
メーカー希望小売価格 102,300円（税込）

商品番号1313

販売価格
（税込・工事費別※1） 76,000円76,000円

販売価格
（税込・工事費別※1） 29,400円29,400円

ミネラルそのまま、
きれいな水を作る
蛇口一体型浄水器
クリーンシリーズ シングルレバー混合栓（ワンホール型）
JL307MN-9NL2 メーカー希望小売価格 36,850円（税込）
クリーンシリーズ シングルレバー混合栓（ワンホール型）
JL307MN-9NL2 メーカー希望小売価格 36,850円（税込）

商品番号1414

キャンペーン対象：2022年12月31日までにご成約し、2023年1月31日までにお取り付け・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！！
【TAG/OGRシリーズ】【XGR/SEGシリーズ】

カタログギフト
10,800円
相当

カタログギフト
4,800円
相当

商品番号2828

293,000円293,000円

商品番号3434

商品番号3131

ＧＱ-541ＭＷ 
メーカー希望小売価格 44,770円（税込）

商品番号3232
GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓
TBV03401J
メーカー希望小売価格 
52,030円（税込）

販売価格
（税込・工事費別※1） 36,700円36,700円

販売価格
（税込・工事費別※1） 33,800円33,800円

商品番号3333

販売価格
（税込・工事費別※1） 32,000円32,000円

マイクロバブルによる白濁のお湯で
上質な入浴体験。さらに家中のお湯が
ウルトラファインバブル入りに。

マイクロバブルによる白濁のお湯で
上質な入浴体験。さらに家中のお湯が
ウルトラファインバブル入りに。

商品番号2727

ウルトラファインバブル＆
マイクロバブルバスユニット内蔵 ふろ給湯器
24号オート RUF-UME2406SAW
メーカー希望小売価格 568,150円（税込）
専用リモコン MBC-MB240VC(A)
メーカー希望小売価格 51,590円（税込）
循環金具 UF-MB1201AL-10A(A)
メーカー希望小売価格 17,710円（税込）
合計 637,450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）

77,000円77,000円販売価格（税込・工事費別※1）

400,000円400,000円

販売価格
（税込） 74,600円74,600円

販売価格
（税込） 38,500円38,500円

JVC ポータブル ソーラーパネル BH-SP100-C  オープン価格
電気がない屋外でも安心エコロジー充電

※ソーラーパネルは別途配達費4,400円（税込）がかかります。

商品番号3535

販売価格
（税込） 26,000円26,000円

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。

※ご使用にはガスコードが必要です（別売）※ガスファンヒーターは別途配達費4,400円（税込）がかかります。
※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。 

エネファームエネファーム ハイブリッド給湯・暖房システムハイブリッド給湯・暖房システム

パナソニック製 エネファーム

停電は身近な出来事です。
エネファームで、もしもの停電に
備えませんか? 

停電は身近な出来事です。
エネファームで、もしもの停電に
備えませんか? 

詳しくは
こちら ▼

ＪＶＣ ポータブル電源 容量626Wh 出力500W BN-RB62-C オープン価格  

台 風

地 震

豪 雨

ハイブリッドだから災害時も安心!
緊急時にも対応!
ハイブリッドだから災害時も安心!
緊急時にも対応!

※1電気と水道が供給状態であることが必要です。※2都市ガスと水道が供給状態であ
ることが必要です。※3太陽光発電や蓄電池を利用してもお湯を作ることができます。

ガスが止まったときガスが止まったとき

ヒートポンプのみで運転し、
お湯が作れます。※1

ヒートポンプのみで運転し、
お湯が作れます。※1

ポータブル電源などの非常電源を
利用してお湯が作れます。※2 ※3
ポータブル電源などの非常電源を
利用してお湯が作れます。※2 ※3

電気が止まったとき電気が止まったとき

浴室暖房乾燥機 壁掛形浴室暖房乾燥機 壁掛形

シンプルタイプ　
XBD-4115AUSK
メーカー希望小売価格
102,850円（税込）
※ご使用には別途熱源機が必要です。

商品番号3030

284,000円284,000円販売価格（税込・工事費別※1）

給湯暖房用熱源機給湯暖房用熱源機

24号オート 屋外壁掛型 XT4223KRSSWCM
メーカー希望小売価格 453,200円（税込）
浴室リモコン FC-900-FN
メーカー希望小売価格  20,570円（税込）
台所リモコン MC-H900-FN
メーカー希望小売価格 18,260円（税込）
合計 492,030円（税込）

商品番号2929

プレミアムタイプ
16号フルオート 屋外壁掛型
GT-C1662PAWX-2BL
メーカー希望小売価格442,640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 24,640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
30,580円（税込）
合計 497,860円（税込）

35%
OFF
35%
OFF

※2※2

クロマーレS エコフルシャワー
BF-KA145TSG
メーカー希望小売価格 
49,500円（税込）

マットブラック
RR-055MTT(MB)
メーカー希望小売価格 101,640円（税込）

マットブラック
RR-055MTT(MB)
メーカー希望小売価格 101,640円（税込）

※ガス炊飯器のご使用にはガスコード・ガスソフトコードなどの接続部品が必要です（別売）
※ガス炊飯器は別途配達費4,400円（税込）がかかります。

こがまる

商品番号2020

5.5合炊き（0.5～5.5合） 3合炊き（0.5～3合）

販売価格
（税込） 76,000円76,000円 25%

OFF
25%
OFF

※2※2

電子ジャー付きタイプ
グレイッシュホワイト
RR-030VQ(W)
メーカー希望小売価格 34,430円（税込）

電子ジャー付きタイプ
グレイッシュホワイト
RR-030VQ(W)
メーカー希望小売価格 34,430円（税込）

商品番号2121

販売価格
（税込） 28,000円28,000円 18%

OFF
18%
OFF

※2※2

※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）※ガステーブルは別途配達費4,400円（税込）がかかります。

18%
OFF
18%
OFF

※2※2

販売価格
（税込） 27,500円27,500円

木造7畳まで

コンクリート9畳まで

商品番号 2323

商品番号 2222

20号スタンダード20号スタンダード
暖房のめやす

木造11畳まで コンクリート15畳まで
暖房のめやす

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

35%
OFF
35%
OFF

※2※2

販売価格
（税込・工事費別※1） 26,700円26,700円

GGシリーズ
壁付シングル混合水栓（吐水切り替えタイプ）
TKS05316J メーカー希望小売価格41,140円（税込）

GGシリーズ
壁付シングル混合水栓（吐水切り替えタイプ）
TKS05316J メーカー希望小売価格41,140円（税込）

商品番号1515

レンジフードレンジフード

40%
OFF
40%
OFF

※2※2

商品番号 33

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

ザ・ココット
同梱
ザ・ココット
同梱

3Ｖ乾電池タイプ
操作部液晶付きタイプ

コンロでもグリルでも使える
ザ・ココットで調理性が
進化したガスコンロ

商品番号 11

217,000円217,000円

トリアングルブラックガラス／
シルキーステンレスフェイス／ステンレスゴトク
N3S14PWASSTESC
メーカー希望小売価格 357,720円（税込）

37%
OFF
37%
OFF

※2※2

商品番号 44

156,000円156,000円 37%
OFF
37%
OFF

※2※2

商品番号 55

162,000円162,000円

天板幅60cm

幅60cm

天板幅60cm

天板幅60cm

天板幅60cm

天板幅60cm

天板幅60cm

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）

販売価格
（税込・工事費別※1）

35%
OFF
35%
OFF

※2※2

商品番号 66

ティアラシルバーハイパーガラスコート／シャインシルバーフェイス／ホーローゴトク
PD-732WS-60CV メーカー希望小売価格 176,770円（税込）

スパークリングカッパーガラス／ステンレスパネル／ピュアステンレスゴトク
RHS31W31E12RCSTW メーカー希望小売価格 362,670円（税込）

114,000円114,000円 30%
OFF
30%
OFF

※2※2

商品番号 77

ライトベージュパールクリスタル／シルバーパネル／ホーローゴトク
RS31W35P42DGVW メーカー希望小売価格 176,770円（税込）

クラウドシルバーガラス／ステンレスパネル／ホーローゴトク
RHS31W32L24RSTW メーカー希望小売価格 248,380円（税込）

123,000円123,000円 40%
OFF
40%
OFF

※2※2

商品番号 88

シルバーミラーガラス／メタリックシルバーフェイス／スノーブラックホーローゴトク
N3WT6RWTSKSI  メーカー希望小売価格 168,630円（税込）

ロゼガラス／シルキーステンレスフェイス／ステンレスゴトク 
N3WS3PWASZSTESC メーカー希望小売価格 257,620円（税込）

100,000円100,000円

充実の調理性能を
備えたマルチグリル
コンロ

波型プレートパンＬ
グラネ同梱
波型プレートパンＬ
グラネ同梱

「油はねガードＬ」
プレゼント!!
「油はねガードＬ」
プレゼント!!

ご購入特典ご購入特典

油はねガードL ＤＰ0150
メーカー希望小売価格 3,740円（税込）

自動でおいしくできる
メニュー＆モードが充実！
自動でおいしくできる
メニュー＆モードが充実！

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

商品番号 22

天板幅
60cm

40%
OFF
40%
OFF

※2※2シャインシルバーガラス／ステンレスフェイス／
ホーローゴトク PD-862WS-60GH 
メーカー希望小売価格 246,070円（税込）

ご購入特典ご購入特典

詳しくは
こちら ▼

147,000円147,000円
❹ラ・クック、ラ・クックグラン
　専用レシピブック
❹ラ・クック、ラ・クックグラン
　専用レシピブック

カラーで選べるガスコンロ。
調理機能、安全機能も
さらにアップ。

キッチンを自分らしく彩る。
シンプル＆スマートな
ガスコンロ

キッチンの華になる
きらめき大人コンロ

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）同梱

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）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

35%
OFF
35%
OFF

※2※2

※本チラシ掲載商品は原則取り寄せとなります。コロナ禍の影響により、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。詳しくは弊社担当者までお問合せご相談ください。
※１．お取付け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に適用いたします。
※本チラシ掲載商品は2022年10月15日現在のものです。ガス展期間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。※お客さま宅の状況により掲載商品をお取付できない場合がございます。予めご了承ください。※2022年11月30日～2022年12月6日までにお申し込みの上、2023年1月31日までにご成約いただいた場合に、本チラシ掲載価格及びご購入特典が適用となります。※詳しくは弊社担当者までお問合せください。

吐水切り替え シャワー ソフト（泡まつ）

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

商品番号 99
「風量おまかせ運転」で
効率良く油煙を
キャッチ！

販売価格
（税込・工事費別※1）

OGRシリーズ

171,900円171,900円 30%
OFF
30%
OFF

※2※2

詳しくは
こちら ◀

シルバーメタリック SEG-ECC-AP601 SV
メーカー希望小売価格 209,330円（税込）
シルバーメタリック SEG-ECC-AP601 SV
メーカー希望小売価格 209,330円（税込）

商品番号1010

CO2濃度を検知し、
自動で換気。
空気環境を快適に変える。

販売価格
（税込・工事費別※1）

SEGシリーズ

156,900円156,900円 25%
OFF
25%
OFF

※2※2

幅60cm

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

商品番号1111

省エネ運転で、
消費電力を削減。
しかも、お掃除がラク。

販売価格
（税込・工事費別※1）

XGRシリーズ

154,000円154,000円 25%
OFF
25%
OFF

※2※2

幅60cm

シルバーメタリック EWR-3R-AP601 SV
メーカー希望小売価格 160,930円（税込）
シルバーメタリック EWR-3R-AP601 SV
メーカー希望小売価格 160,930円（税込）

商品番号1212

手が届きやすい
低位置設計で
お手入れラクラク

販売価格
（税込・工事費別※1）

EWRシリース

120,000円120,000円 25%
OFF
25%
OFF

※2※2

幅60cm

クックボックス
（ワイドグリル用）同梱

クックボックス
（ワイドグリル用）同梱

シンプルな調理機能と
お手入れ性。
シンプル操作の３口タイプ

慣れ親しんだ焼網グリルの
ベーシックタイプ

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）

45%
OFF
45%
OFF

※2※2

196,000円196,000円

詳しくは
こちら ▼

天板幅
60cm

清潔・簡単・安心
しかもお求めやすい
コンロ

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）同梱

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）同梱

PBOOK-1 メーカー希望
小売価格2,035円（税込）

❸炊飯専用鍋（1～5合炊き）❸炊飯専用鍋（1～5合炊き）
PRN-52 メーカー希望
小売価格5,610円（税込）

❷ラ・クックグラン専用
　クッキングシート大
❷ラ・クックグラン専用
　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）

❶ラ・クックシリーズ専用
　木製プレート
❶ラ・クックシリーズ専用
　木製プレート
ＰＭ-2 メーカー希望
小売価格3,278円（税込）

❶

❷

❸

❹

ガス展期間中 2022年11月30日（水）～12月6日（火）の間にお申し込みください!ガス展期間中 2022年11月30日（水）～12月6日（火）の間にお申し込みください!
特設会場イベントにご来場いただけなくてもチラシ価格にてご提供します!

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

2022年
10月1日
新発売

販売価格
（税込） 65,000円65,000円 42%

OFF
42%
OFF

※2※2

グラウンゴールドハイパーガラスコート／グロシーゴールド×
パールアイボリー／ホーローゴトク PA-A96WCJ-L（R）
メーカー希望小売価格 112,970円（税込）

グラウンゴールドハイパーガラスコート／グロシーゴールド×
パールアイボリー／ホーローゴトク PA-A96WCJ-L（R）
メーカー希望小売価格 112,970円（税込）

商品番号1616

ラ・クック
（サングリアレッド）同梱

グランドシェフプレミアム

販売価格
（税込） 54,000円54,000円 38%

OFF
38%
OFF

※2※2

ブラッククリスタルコート／レッドトーンパネル／ホーローゴトク
RT66WH1RG-BAL（R）
メーカー希望小売価格 87,560円（税込）

ブラッククリスタルコート／レッドトーンパネル／ホーローゴトク
RT66WH1RG-BAL（R）
メーカー希望小売価格 87,560円（税込）

商品番号1717

ココットプレート
（ブラック・標準型）同梱

ラクシエファイン

天板幅約60cm

販売価格
（税込） 48,000円48,000円 38%

OFF
38%
OFF

※2※2

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 PA-370WHA-L（R）
メーカー希望小売価格 78,320円（税込）

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 PA-370WHA-L（R）
メーカー希望小売価格 78,320円（税込）

商品番号1818

販売価格
（税込） 27,600円27,600円 35%

OFF
35%
OFF

※2※2

クリームベージュクリスタルコート／シャンパンメタリック／
ホーローゴトク RT34NJH7S-CL（R）
メーカー希望小売価格 42,570円（税込）

クリームベージュクリスタルコート／シャンパンメタリック／
ホーローゴトク RT34NJH7S-CL（R）
メーカー希望小売価格 42,570円（税込）

商品番号1919 コンパクトエブリシェフ

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）
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）

50%
OFF
50%
OFF

※2※2

販売価格
（税込） 51,000円51,000円

木造11畳まで

コンクリート15畳まで

商品番号 2424

35号デラックス35号デラックス
暖房のめやす

43%
OFF
43%
OFF

※2※2

販売価格
（税込） 54,000円54,000円

木造12畳まで

コンクリート16畳まで

商品番号 2525

38号デラックス38号デラックス
暖房のめやす

43%
OFF
43%
OFF

※2※2

販売価格
（税込） 51,500円51,500円

木造15畳まで

コンクリート21畳まで

商品番号 2626

50号スタンダード50号スタンダード
暖房のめやす

GFH-5803S-W5 スノーホワイト
メーカー希望小売価格 99,220円（税込）
GFH-5803S-W5 スノーホワイト
メーカー希望小売価格 99,220円（税込）

48%
OFF
48%
OFF

※2※2

煮る 炊飯 パン発酵焼き上げ

焼く 蒸す 無水調理

スタンダード

天板幅約60cm

天板幅約56cm天板幅約60cm

スピーディ＆パワフル
心地よい暖かさの暖房機器

残り湯の除菌ができる給湯器

キャセロールL同梱キャセロールL同梱

GFH-4006D-MR マットローズ
※他カラーもございます。
メーカー希望小売価格 90,530円（税込）

GFH-4006D-MR マットローズ
※他カラーもございます。
メーカー希望小売価格 90,530円（税込）

RC-A4401NP-RM ローズメタリック
※他カラーもございます。
メーカー希望小売価格 94,930円（税込）

RC-A4401NP-RM ローズメタリック
※他カラーもございます。
メーカー希望小売価格 94,930円（税込）




