
お問い合わせはこちらまで！

東京ガスライフバル北
東京ガスライフバル北(株)

北区豊島1-18-14

☎ 03-3912-1850
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北

検索

インターネットからの
▼お申し込みはこちら▼

2021年7月開設！東京ガスライフバル北 無料会員制度のご紹介

会員さま特典

●ガス機器･水まわり修理受付時間延長 ※受付時間延長適用には条件がございます。

●会員さま専用フリーダイヤル記載のマグネット進呈
●選べるサービスチケット進呈 ※サービス内容の詳細は､会員登録時にお渡しするサービスチケットをご確認ください｡

ニコニコKITA clubご入会には条件がございます。①東京都北区を中心とした持家にお住まいのお客さま。②弊社からの情報提供
サービスに同意いただけるお客さま。入会を希望されるお客さまには別途リーフレットを差し上げますので、弊社までお問い合わせ
ください。

Reiサポプランが
ご利用になれます！

※ご利用には条件がございます｡
※ご利用の際には東京ガスリース(株)との契約となり､事前の審査がございます｡
※詳細は弊社までお問合せください｡

お支払い方法は現金･クレジットカード･電子決済(PayPay)からお選びいただけます｡

FUJIOH OGRシリーズ
OGR-REC-AP752R/L SV
シルバーメタリック幅75cm
メーカー希望小売価格
257,730円(税込･工事費別)
基本工事費①39,600円(税込) 185,000円

販売価格(税込･工事費別)

※写真は幅60cmタイプです｡

LGRシリーズ

※写真は幅60cmタイプです｡

高速回転ディスクが油の侵入をブロック｡
OGRシリーズ

ディスクとオイルガードのお掃除は
3ヶ月に1回程度｡どちらも簡単に
汚れが洗い流せます｡
(汚れ具合や使用状況により異なります。)

FUJIOH LGRシリーズ
LGR-3R-AP751 SV
シルバーメタリック幅75cm
メーカー希望小売価格
173,030円(税込･工事費別)
基本工事費①39,600円(税込) 124,000円

販売価格(税込･工事費別)

お掃除がラク｡使いやすいスリム型｡

シロッコファンとオイルストッパーで
油を捕集させるノンフィルタ―タイプ｡

XGRシリーズ

｢風量おまかせ運転｣で

効率よく油煙をキャッチ！

※温度センサーの照射はイメージです｡

快適でやさしい､省エネレンジフード

※写真は幅60cmタイプです｡

FUJIOH XGRシリーズ
XGR-REC-AP754 SV
シルバーメタリック幅75cm
メーカー希望小売価格
217,800円(税込･工事費別)
基本工事費①39,600円(税込) 156,000円

販売価格(税込･工事費別)

レンジフードとビルトインコンロは でのお取り替えがオススメです！

※2022年12月24日までに受付をし、2023年1月16日～2023年2月14日までにお取付けいただくことが条件となります。

97,000円

販売価格(税込･工事費別)
パロマブリリオPD-732WS-60CV
ティアラシルバー天板幅60㎝
メーカー希望小売価格
176,660円(税込･工事費別)
基本工事費②24,000円(税込)

ラ･クックグラン
(トリュフブラウン)
同梱

ビルトインコンロ ブリリオ レンジ
フード
連 動

セット

FUJIOH製レンジフード

(OGR・XGR・LGRシリーズ)の

いずれかと､ビルトインコンロ

(弊社販売価格税込9万円以

上)をセット購入すると…

合計金額から

10,000円割引！

(税込)

無料期間終了後も契約は継続いたします｡1年間は解約することができませんが､2年目以降お客さまのお申し出により解約することができます｡
無料期間終了後は､500円／月(税込)の基本サービス料金が発生します｡

※サービス開始日から1年間は解約できません｡2年目以降は､月単位で解約可能です｡ご契約されるご使用場所のガス料金と合算して請求するため､
ガス料と同じ方法(払込書･口座振替･クレジットカード)でお支払いいただきます｡
●対象機器､対象外機器等サービス適用条件がありますので､詳しくは東京ガスホームページ､サービス約款をご確認ください｡

東京ガスライフバル北からガス機器をご購入いただいたお客さまへ

対象の機器をご購入

●ビルトインコンロ
●暖房ふろ給湯器
●ふろ給湯器
●給湯器
※弊社販売価格が税込10万円
以上のもの

東京ガスの

ガス機器
スペシャルサポート
基本サービス
新規加入

東京ガスの
ガス機器スペシャルサポート

基本サービス料金
500円／月(税込)※を

今回

＋ ⇒

①東京ガスのガス供給エリア(東彩ガス地区･東日本ガス地区･日本瓦斯(ニチガス)真岡地区は除く)にお住まいで､東京ガスがガス小売事業者となる家庭用
のガス小売契約を締結し､かつ､当該契約に基づくガスの供給を受けているお客さまが対象となります｡②2022年11月24日〜2023年2月28日までに､
東京ガスライフバル北から給湯器･ふろ給湯器･暖房ふろ給湯器･ビルトインコンロ(弊社販売価格が税込10万円以上の機器)をご購入いただき､かつ2023
年2月28日㈫までに東京ガスのガス機器スペシャルサポートを新規にお申込みいただいたお客さまが対象です｡キャンペーン期間終了までにお申し込み
後の契約手続きに支障がない状態になっていない場合には､対象外になります｡③東京ガスのガス機器スペシャルサポートに新規お申込み時に上記の｢キャ
ンペーンコード｣を記入又は入力いただくことで適用となります｡キャンペーンコードの記載がない場合は本キャンペーン適用外となりますのでご注意くださ
い｡④機器の購入を取り消された場合は本キャンペーン適用外となりますのでご注意ください｡⑤賃貸オーナーさま向けメニューは対象外となります｡⑥各
オプションメニューはサービス料金無料の対象外となります｡

【適用対象】

【適用内容】

本キャンペーンは､契約書年度サービス料金を割引するもので､初月を含む6か月間のサービス料金が無料となります｡

キャンペーン期間中､又はキャンペーン期間終了後に､本キャンペーン
と同様または類似のキャンペーンを行う可能性があります｡ キャンペーンコード Ｐ０６Ｆ

対象のガス機器をご購入いただき､東京ガスの
ガス機器スペシャルサポート基本サービスに
新規でご加入いただいたお客さまに 特別なご案内

この度､｢ガス機器スペシャルサポート｣は､2023年10月1日よりサービ
ス料金･内容を改定させていただくことになりました｡改定後の新しい
サービス約款は､2023年10月1日から適用します｡そのため､2023年
10月分のご請求から､改定後のサービス料金が適用されます｡
ガス機器スペシャルサポートの約款変更の詳細については､東京ガス
ホームページ(東京ガスガス機器スペシャルサポート)をご確認ください。
https://home.tokyo-gas.co.jp/service/s_support/index.html

【重要なお知らせ】 2023年10月よりサービス料金･内容を改定いたします｡

本｢特別なご案内｣にてお申し込みいただいたお客さまは､サービス料金無料期間においては価格改定後も差額の請求はござ
いません｡サービス料金無料期間終了後は､改定後の価格でサービス料金が発生します｡

本チラシ有効期間：2022年12月10日(土)～2022年12月24日(土)

キャンペーン期間
2022年11月24日から
2023年2月28日まで



※本チラシ掲載商品は原則取り寄せとなります｡コロナ禍等の影響により､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い合わせご相談ください｡
※本チラシ掲載商品は2022年11月25日現在のものです｡キャンペーン当日までに掲載商品がモデルチェンジした場合は､後継機種商品をご案内する場合がございます｡ ※本チラシ掲載の画像は全てイメージです｡ ※本チラシ掲載の商品の色合いは､実際の商品の色合いとは異なる可能性がございます｡ ※お客さまの宅の状況により､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｡
【基本工事費①39,600円(税込)】既存レンジフード取外・引取費､レンジフード本体取付､排気ダクト接続､諸経費｡【基本工事費②24,000円(税込)】既存コンロ取外･引取､コンロ取付､ガス接続､諸経費｡ただしオーブン接続、テーブルコンロからビルトインコンロに取替える場合や､ガス工事は別途かかります｡【基本工事費③9,900円】既存水栓取外･引取､水栓取付費(シングルレバー立水栓ま
たは壁付け水栓)､諸経費。【基本工事費④】既存エアコン取外し､エアコン取付け(配管含む)､諸経費｡室外機が地上またはベランダ設置且つ､冷媒配管の長さが4m以内のテープ仕上げを想定しています｡※既存のエアコンを処分する場合は別途運搬収集費とリサイクル料金をご負担いただきます｡運搬収集費：2,200円(税込)､エアコン家電リサイクル料金：990円(税込)｡
●いずれもお客さま宅の状況により別途費用が発生する場合がございます｡詳細は弊社までお問合せください｡
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東京ガスライフバル北
赤羽ショールーム

【開催日時】2022年12月10日(土) ①10:00～ ②11:00～ ③13:00～

【開催場所】東京ガスライフバル北 赤羽ショールーム(北区赤羽南1-10-3)

完全
予約制

ご参加者さまには【パッチョ･電パッチョペットボトルホルダー】を
プレゼント！
※画像はイメージです｡※実際の物とは色合いが異なる場合がございます｡

※プレゼントはひと組さまにつき１つとさせていただきます。

メーカー担当者と弊社担当者が､FUJIOH製最新レンジフードの
特徴やお手入れ方法を､実機を使ってご説明いたします！実際
にお手に触れていただき､使用感を体験してからお取り替えの
検討ができます！

ご予約は東京ガスライフバル北までお電話にてお申し込みください。

機能
お手入れ
まるわかり！

レンジフードとビルトインコンロは でのお取り替えがオススメです！

114,900円

販売価格(税込･工事費別)

リンナイ マイトーン(パールクリスタル)
RS31W35P42DGVW
ライトベージュ天板幅60㎝
メーカー希望小売価格
176,770円(税込･工事費別)
基本工事費②24,000円(税込)

ビルトインコンロ マイトーン(パールクリスタル)

レンジ
フード
連 動

セット
ビルトインコンロ プログレ

波型プレートパンLグラネ
キャセロールL 同梱

209,000円

販売価格(税込･工事費別)

ノーリツプログレ
N3S14PWASKSTEC
プラチナシルバーガラス
ホーローごとく天板幅60㎝
メーカー希望小売価格
348,480円(税込･工事費別)
基本工事費②24,000円(税込)

ココットプレート(標準タイプ)同梱

※レンジフード
連動タイプでは
ございません｡

レンジフードとビルトインコンロをご検討のお客さまへ

ご自宅のレンジフードやビルトインコンロの写真を撮ってご来店いただくと､ご訪問することなくお見積りいたします！

●コンロ全体 ●コンロ下ガス接続部分

●作業スペース

ガステーブル ※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)

ガスファンヒーター ※ご使用にはガスコードが必要です｡(別売)

水栓金具

※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)

ガステーブル ラクシエ

84,000円販売価格(税込)

リンナイ ラクシエRTS65AWK14RG-CL(R)
カフェベージュ天板幅60㎝
メーカー希望小売価格176,770円(税込)

ココットプレート同梱

ガステーブル エブリシェフ

パロマエブリシェフPA-370WHA-L(R)
ナチュラルホワイト天板幅60㎝
メーカー希望小売価格78,320円(税込)

ガステーブル コンパクト

リンナイコンパクトタイプRT34NJH7S-CL(R)
クリームベージュ天板幅60㎝
メーカー希望小売価格42,570円(税込)

水無し両面焼きグリル
水無し両面焼きグリル 水無し片面焼きグリル

※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。

ガスファンヒーター

ノーリツ
20号スタンダードタイプ
暖房のめやす
木造／7畳まで
コンクリート／9畳まで

ノーリツGFH-2406S-W5
メーカー希望小売価格
55,000円(税込)

ガスファンヒーター

リンナイ
35号シンプルタイプ
暖房のめやす
木造／11畳まで
コンクリート／15畳まで

リンナイSRC-365Eホワイト
オープン価格

52,000円販売価格(税込)

35,200円販売価格(税込･工事費別)

26,000円販売価格(税込)

水まわりも東京ガスライフバル北におまかせください!!

台所用混合水栓

25,000円販売価格(税込)

TOTO GGシリーズ TKS05305JA
メーカー希望小売価格 71,170円(税込･工事費別)
基本工事費③ 9,900円(税込)

ホースが引き出しやすい
コンパクトシャワー｡

浴室用シャワー水栓

LIXIL クロマーレS BF-KA145TSG
メーカー希望小売価格 49,500円(税込･工事費別)
基本工事費③ 9,900円(税込)

29,700円販売価格(税込･工事費別)

東京ガスライフバル北

水栓金具交換実績

2022年度

エアコン

※既存のエアコンを処分する場合は別途運搬収集費とリサイクル料金をご負担いただきます｡運搬収集費2,200円(税込)､エアコン架電リサイクル料金990円(税込)｡

水まわりも東京ガスライフバル北におまかせください!!

エアコン ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ

158,000円販売価格(税込･工事費別)

暖房能力を強化したスタンダードモデル

三菱電機ルームエアコンMSZ-KXV2823-W
冷暖房とも主に10畳用[JIS(日本工業規格)基準]
メーカー希望小売価格 352,000円(税込･工事費別)
基本工事費④28,600円(税込)

厳しい冬も快適にあたためる

横幅

【レンジフード】 【ビルトインコンロ】

◆レンジフードの横幅のサイズ
を事前に計測していただくと、
ご案内がスムーズに行えます｡

◆作業スペースが分かる写真
◆キッチン全体の写真
◆メーカー・品番が分かるものの写真
◆取扱い説明書等が残っている場合
はショールームご来店時にご持参
ください｡

※いずれもお客さま宅の状況や写真によっては､現場調査が必要に
なる場合がございます｡

【その他共通項目】

●レンジフード全体

●レンジフード正面

ガス衣類乾燥機

119,000円

販売価格(税込･工事費別)

リンナイ RDT-54S-SV
スタンダードタイプ
乾燥容量5㎏タイプ
ガスコード接続タイプ
メーカー希望小売価格
147,840円(税込･工事費別)

※ご使用にはガスコード･排湿筒･専用台が必要です｡
(別売) ※ガス衣類乾燥機を排気する場合は､別途架
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｡

家事をもっと時短化

●台所水栓
●浴室水栓
●洗面所水栓等
各種取り扱ってお
ります｡

200個以上!!

両面焼きグリルで別売
のラ･クックにも対応｡

煮こぼれガード設計！
｢ワンピーストップ｣
バーナー周りのスキマ
がなくなり､コンロ内部
への煮こぼれ侵入を防
ぎます｡

30,600円販売価格(税込)


