
がご利用になれます！Reiサポプラン ※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㈱との契約になり、事前の審査がございます。
※詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

ニューライフ

新型コロナウイルス感染予防対策への取り組み

1.出社前、勤務時

3.お客さまへのご協力のお願い

2.お客さま宅、訪問時
当社では下記の対応を徹底しております。

出社前の検温を
実施しております。

● お客さまにもマスクの着用をお願いいたします。● 換気のため窓や扉の開放をお願いする場合があります。

これらの取り組みは状況に合わせて改善を続けてまいります。お客さまと弊社担当者の安全と健康のために、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

手洗い、手指の消毒を
実施しております。

マスクの着用を
徹底しています。

ご訪問時、作業時にも
マスクを着用しております。

お客さまと十分な
距離の確保に努めます。

東京ガスのガス機器を
お使いのお客さまが対象※1

500円
（税込）/月※2

東京ガス　ガス機器スペシャルサポート 検索

ご希望の方には詳しいご案内をお送りします。

※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)真岡地区を除く)にお住まいで、東京ガスが小売
事業者となる家庭用のガス小売契約を締結し、かつ供給しているお客さまが対象となります。※2：契約初年度は1年間解約できません。料
金は、年額6,000円（税込）を、ガス料金と合算による月賦払い月額500円（税込）×12回でお支払いいただきます（手数料はかかりません）。

訪問者の確認が出来て安心

テレビドアホン　JS-12E

録画機能
呼出直後の自動録画のほか、
呼出中や通話中、モニター中に
録画ボタンを押して手動録画ができます。

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。
※ガスファンヒーターの設置には、ガスコード・ガス栓・コンセントが必要です。
家庭用コンセント（AC100V）への接続が必要です。ガス栓の増設には別途工事費がかかります。

【基本工事費：5,500円（税込）】既存本体取外し、新規本体取付、諸経費。
配線工事、電気工事は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い合わせください。

SRC-365E ホワイト

暖房のめやす
木造

11畳まで
コンクリート
15畳まで 35号

オープン価格

本体サイズ（モニター 付 親 機 ）：高さ169mm×幅129mm×奥行28mm
　　　　　（カメラ付き玄関子機）：高さ129mm×幅97mm×奥行35mm

外形寸法：高さ440×幅440×奥行150（脚部207）㎜ 質量：6.3Kg

21,500円販売価格 （税込・工事費別） 29,800円
オープン価格

販売価格 （税込）

ガスファンヒータードアホン13 14
多様な機能

安全機能

ロック機能

エコ運転機能

ブザー機能

スポット暖房機能

フィルターサイン

消し忘れタイマー

おはようタイマー
（残時間式）

おやすみタイマー
（選択式）

東京ガスライフバル北

暮らしヨシ！

今だけお得な4つの割引プランをご用意

※ 本チラシ掲載の商品は原則取り寄せとなります。※ 本チラシ掲載の画像はすべてイメージです。※ 本チラシ掲載商品の色合いは、実際の商品の色とは異なる場合がございます。

東京ガスライフバル北株式会社 ［住所］東京都北区豊島1-18-14東京ガスライフバル北
03-3912-1850 ［電話受付時間］

9：00～19：00（月～土）
9：00～17：30（日・祝）商品番号をお伝えください

ご注文、ご相談はお電話1本でラクラク！

【ガステーブル】
【水栓金具】【ドアホン】
【ガスファンヒーター】は
【シニア割】【平日取付割】
【WEB申込割】の対象外と

なります。 15,000円
OFF

本チラシ掲載の
「レンジフードとビルトインコンロ」または

「風呂給湯器と水栓金具」を
同時にご購入されたお客さま

セット割

（税込）

販売価格（税込）より

すまいる
チラシ有効期間

11月24日（火）～
12月25日（金）

2020年

3,000円
OFF

65才以上のお客さま
シニア割

販売価格（税込）より

※身分証の提示が必要になります。

（税込）

3,000円
OFF

平日取付割

（税込）

販売価格（税込）より

ＱＲコードを読込む→お申し出内容から、｢ガス機器購入のお問い合わせ｣を選択、
お客さま情報を送信→東京ガスからの返信メールにあるＵＲＬをクリックし、

必要事項を入力の上、お問い合わせ内容・要望欄に
「ＷＥＢ申込割希望」と入力の上

お申し込み下さい。

2,000円
OFF

WEB申込割
販売価格（税込）より

【WEB申込の流れ】
QRコードを読込み、
下の手順に沿って
お申し込みください。
追って弊社から返信
させていただきます。

機器のお取付を平日（土・日・祝除く）に
ご予約されたお客さま

お支払い方法は現金、クレジットカード、電子決算（PayPay）からお選び頂けます。

（税込）

※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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ガステーブル 様々なスタイルに合わせてお選びいただけます。

56,100円
（税込）

販売価格 32,300円
（税込）

販売価格

水無し
両面焼き

ホーロートップ
NLW2261TQ2SGL（R）

59.5cm幅

ライトグレーホーロー
メーカー希望小売価格
70,180円（税込）

水無し
片面焼き

コンパクトタイプ
RT34NJH7S-CL（CR）

56cm幅

クリームベージュクリスタル
メーカー希望小売価格
40,480円（税込）

※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。

03 04 05
ビルトインコンロ 毎日のお料理の手助けを！便利な機能満載でレッツ時短♪

プログレ N3S10PWASKSTESC プラチナシルバーガラス
ステンレスゴトク

220,000円
メーカー希望小売価格334,400円（税込･工事費別）

（税込･工事費別） （税込･工事費別） （税込･工事費別）

リッセ RHS31W23L8RSTW ハモンピンク
ホーローゴトク

165,500円
メーカー希望小売価格236,500円（税込･工事費別）

ブリリオ PD-721WS-60CV

110,000円
メーカー希望小売価格168,300円（税込･工事費別）

【基本工事費：24,000円（税込）】コンロ取付費、撤去費、処分費、ガス接続費、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り替える場合やガス工事費は別途かかります。
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い合わせください。

60cm
天板

75cm天板も
ございます。

60cm
天板

75cm天板も
ございます。

60cm
天板

75cm天板も
ございます。

キャセロールL、プレートパンL同梱

ココットプレート
（ブラック・ワイド型）同梱

ラ・クック同梱

販売価格 販売価格 販売価格

シニア割セット割 WEB
申込割

平日
取付割

トリアングルブラック エレガントグレー グラデーション
ブラウン クリアパールブラック クリアパールダークグレーフロストアイス

シルバー
ナイト
ブラック

ティアラシルバー
ホーローゴトク

マルチグリル 水無し両面焼き 水無し両面焼き

プログレ
調理動画はコチラ！

LiSSe / DELICIA
提案動画はコチラ！

ラ・クックシリーズ
紹介動画はコチラ！

風呂給湯器 1日の疲れを癒す、上質なバスタイムを。

08 ※試験機関：衛生微生物研究センター、試験番号：28D 
-BT-019、試験方法：UV除菌ユニットを通過前後の試験液
の菌数を測定。流量9.5L/min。試験結果：99.9％以上除菌
（実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果
は異なります。）

【基本工事費：68,400円（税込）】既存給湯器撤去、給湯器本体取付、水道フレキ管結び、ガス栓結替、追炊配管結替、浴室リモコン取付工事、台所リモコン取付工事、既存給湯器引取、ドレン工事、諸経費。
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い合わせください。（ガス配管工事は別途費用がかかります。）※サイズは16号、20号、24号をご用意しております。

09
風呂給湯器 FH-E248FAWL（24号）

台所リモコン浴室リモコン

UV 除菌ユニット搭載 毎日キレイ入浴
風呂給湯器　GT-C2462PAWX BL（24号）

台所リモコン浴室リモコン
264,600円

風呂給湯器メーカー希望小売価格463,100円（税込･工事費別）
浴室リモコン：RC-G001SE
台所リモコン：RC-G001M

（税込･工事費別）合計価格

169,600円

風呂給湯器メーカー希望小売価格424,600円（税込･工事費別）
浴室リモコン：FC-226V-FL
台所リモコン：MC-E226V-FL

◆｢UV 除菌ユニット ｣は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。

GT-C62プレミアムシリーズ
紹介動画はコチラ！

（税込･工事費別）合計価格

※1

99.9%※
除菌

UV除菌ユニット
（内部イメージ）

シニア割セット割 WEB
申込割

平日
取付割

メーカー希望小売価格：22,990円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格：22,990円（税込・工事費別）

メーカー希望小売価格：19,250円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格：17,050円（税込・工事費別）

消費電力を抑えて、
効率的に運転
DCモーターとLED照明採用で電気代を削減。

XGR シリーズ

レンジフード お手入れカンタンでスタイリッシュ！年末のお掃除もラクラク♪

01 LGR シリーズ02

【基本工事費：39,600円（税込）（シロッコファンからのお取替の場合）】既存レンジフード撤去、処分、レンジフード本体取付、排気ダクト接続、諸経費。
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い合わせください。

クリーンフード ノンフィルタ・スリム型　ハイグレード シルバーメタリック

お手入れラクラク、
使いやすいスリム型
クリーンフード ノンフィルタ・スリム型　ライト シルバーメタリック

60cm幅
販売価格 販売価格

XGR-REC-AP603 SV 143,400円
メーカー希望小売価格179,300円（税込･工事費別）

60cm幅 LGR-3R-AP601 SV 117,000円
メーカー希望小売価格146,300円（税込･工事費別）（税込･工事費別） （税込･工事費別）

販売価格販売価格
75cm幅 XGR-REC-AP753 SV 152,200円
メーカー希望小売価格190,300円（税込･工事費別）

75cm幅 LGR-3R-AP751 SV 125,800円
メーカー希望小売価格157,300円（税込･工事費別）（税込･工事費別） （税込･工事費別）

販売価格販売価格
90cm幅 XGR-REC-AP903 SV 161,000円
メーカー希望小売価格201,300円（税込･工事費別）

90cm幅 LGR-3R-AP901 SV 134,600円
メーカー希望小売価格168,300円（税込･工事費別）（税込･工事費別） （税込･工事費別）

※画像は60cm幅です。 ※画像は60cm幅です。

レンジフードお掃除
比較動画はコチラ！

LGRシリーズ
施工動画はコチラ！

シニア割セット割 WEB
申込割

平日
取付割

※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。

※タオルサイズ：約60cm×130cm※横に広げたバスタオルを縦に四つ折りし、さらに横に
三つ折りにしたものを使用。※試験結果（高さ）：天日干し/23.2cm 洗濯乾燥機/26.2cm 
乾太くん/29.5cm※合計３kg相当の洗濯物で乾燥した場合　リンナイ（株）調べ
※ご使用の環境や機器により、結果に誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

12
メーカー希望小売価格　140,800円（税込･工事費別）

乾太くんの
提案動画はコチラ！

5Kgタイプ

ガス衣類乾燥機 乾太くんならカラッと解決。
新品タオルのように、繊維を立ち上げふんわり。

119,600円
（税込･工事費別）

販売価格

WEB
申込割シニア割 平日

取付割

RDT-54S-SV
スタンダードタイプ

天日干し 全自動洗濯乾燥機
（ヒーター式） 乾太くん

【基本工事費：14,870円（税込）】既存取外引取費、新規取付費（デッキ型立水栓）、諸経費。
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い合わせください。

【基本工事費：8,250円（税込）】既存取外引取費、新規取付費（壁出・シャワー付混合水栓）、諸経費。
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い合わせください。

10

メーカー希望小売価格36,850円（税込･工事費別）

水栓金具 毎日使う水だからしっかり節水！

「お手軽に安心」なおいしい水です。
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。

シングルレバー混合水栓　ワンホール型　JL307MN-9NL2

11

メーカー希望小売価格48,180円（税込･工事費別）

壁付サーモスタット混合水栓　TBV03401J

お客さまのライフスタイルにあわせて定期的に
ご自宅へ浄水カートリッジをお届けするサービスをご用意。 スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現します。

37,500円（税込･工事費別）販売価格30,200円（税込･工事費別）販売価格

台所水栓 浴室水栓

セット割

15,000円
OFF

（税込）

XGR・LGRシリーズ（01.02）の
レンジフード販売価格（税込）から

有効期間：
2020年11月24日～12月25日

（税込）2,000円引き

/ 印

ビルトインコンロ（03.04）
販売価格（税込）から

（税込）3,000円引き

ガステーブル（06）
販売価格（税込）から

（税込）1,000円引き

ガス衣類乾燥機（12）
販売価格（税込）から

（税込）2,000円引き

セット割
販売価格
（税込）から

（税込）15,000円引き

レンジフード
（60cm/75cm/90cm幅）

同時購入で

15,000円
OFF

（税込）風呂給湯器
本チラシ掲載の

水栓金具
本チラシ掲載の

同時購入で

有効期間：
2020年11月24日～12月25日 / 印 有効期間：

2020年11月24日～12月25日 / 印 有効期間：
2020年11月24日～12月25日 / 印 有効期間：

2020年11月24日～12月25日 / 印 有効期間：
2020年11月24日～12月25日 / 印 有効期間：

2020年11月24日～12月25日 / 印 有効期間：
2020年11月24日～12月25日 / 印

セット割・シニア割・平日取付割・WEB申込割の適用条件は表面をご参照ください。

販売価格（税込）から 販売価格（税込）から

（税込）3,000円引き
（税込）3,000円引き

販売価格
（税込）から

販売価格
（税込）から

（税込）2,000円引き
販売価格
（税込）から

シニア割 平日取付割 WEB申込割

優れた熱効率で、
省エネ＆エコを
実現します。

ビルトインコンロ
（60cm/75cm天板）

本チラシ掲載の 本チラシ掲載の

（16号/20号/24号）


