
衣類乾燥機お買い上げ合計
金額10万円以上（税込）のお
支払時に5千円の割引券とし
てご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いものにつき1組様1枚
ご使用いただけます。

店頭価格から

2018年5/20日有 効 期 限

浄水器付水栓のお買い上げ
合計金額3万円以上で千円
の割引券としてご利用いただ
けます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いものにつき1組様1枚
ご使用いただけます。

店頭価格から

2018年5/20日有 効 期 限

お名前
ふ り が な

ご住所

T E L

担　当ご来場
記念品
引換券

展示会場限定 4月21日・22日だけの大特価

水まわりリフォーム相談コーナー

ご来場いただいた方に
「ハンディモップ」
　　　　プレゼント

ご来場いただいた方に
「ハンディモップ」
　　　　プレゼント

※工事費は別途

2018年5/20日有 効 期 限

レンジフードお買い上げ合計
金額10万円以上（税込）のお
支払時に5千円の割引券とし
てご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いもので1組様1枚ご使
用いただけます。

店頭価格から

2018年5/20日有 効 期 限

給湯器お買い上げ合計金額
20万円以上（税込）のお支払
時に２万円（税込）の割引券と
してご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いもので1組様1枚ご使
用いただけます。

●⑤⑦のクーポン券と割引の併用はできません。

店頭価格から
（税込）20,000円

2018年5/20日有 効 期 限

コンロお買い上げ合計金額
5万円以上（税込）のお支払
時に3千円（税込）の割引券と
してご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いもので1組様1枚ご使
用いただけます。

●①のクーポン券と割引の併用はできません。
●「限定特価品」は対象外となります。

店頭価格から

コンロお買い上げ合計金額
15万円以上（税込）のお支払
時に１万円（税込）の割引券と
してご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いもので1組様1枚ご使
用いただけます。

●②のクーポン券と割引の併用はできません。
●「限定特価品」は対象外となります。

店頭価格から

2018年5/20日有 効 期 限

給湯器お買い上げ合計金額
10万円以上（税込）のお支払
時に1万円（税込）の割引券と
してご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いもので1組様1枚ご使
用いただけます。

●⑤⑥のクーポン券と割引の併用はできません。

店頭価格から
（税込）10,000円

2018年5/20日有 効 期 限

給湯暖房熱源機+浴室暖房乾燥
機を30万円以上（税込）お買い上
げのお支払時に2万5千円（税込）の
割引券としてご利用いただけます。

●お買い上げ金額には工事費を含みません。
●1回のお買いもので1組様1枚ご使
用いただけます。

●⑥⑦のクーポン券と割引の併用はできません。
●「限定特価品」は対象外となります。

店頭価格から

（税込）3,000円

2018年5/20日有 効 期 限

（税込）5,000円 （税込）5,000円

（税込）1,000円

（税込）10,000円

（税込）25,000円

ご成約特典れすぱカフェ

全 日 開 催

10：00～16：0010：00～16：00

会 

場
会 

場

水島ガスショールームれすぱ 水島ガスショールームれすぱ 
〒712-8014 倉敷市連島中央1-12-19

TEL：086-440-6277
【営業時間】10：00～17：00　水・祝日は定休日

〒712-8014 倉敷市連島中央1-12-19

TEL：086-440-6277
【営業時間】10：00～17：00　水・祝日は定休日
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くらし応援
クーポン

とってもお得な

4/
2018年 22日21土

タカラスタンダード
小　澤

営　業
小　田

クリナップ
西　本

LIXIL
広　林

タカギ
上　村

皆さまこんにちは！
生活スタイルや年齢による
身体の変化で住み慣れたわ
が家でも不便に感じたりす
ることはありませんか？

家具感覚でインテリアとコー
ディネイトが楽しめるキッチン！

クリナップ ラクエラ2550クリナップ ラクエラ2550
メーカー希望小売価格（税別）525,000円メーカー希望小売価格（税別）525,000円

210,000円超特価

システムキッチン 各日限定３台

（税別）

ノーリツ N3WR2PWAS6SVEノーリツ N3WR2PWAS6SVE
メーカー希望小売価格（税別）186,000円メーカー希望小売価格（税別）186,000円

93,000円超特価 （税別）

ノーリツ GTH-C2449SAWD-2BLノーリツ GTH-C2449SAWD-2BL

BDV-4105WKNSBDV-4105WKNS

RC-J112ERC-J112E

セット定価（税別）516,000円セット定価（税別）516,000円

281,000円超特価 （税別）

前出寸法が 720 ㎜
とコンパクトですっ
きりフォルムでお掃
除がしやすい♪

リクシル プレアスLSリクシル プレアスLS
メーカー希望小売価格（税別）240,000円メーカー希望小売価格（税別）240,000円

94,000円超特価

トイレ 展示現品限り

（税別）

流レールボウルが
ゴミを運んでお掃
除しやすい♪

クリナップ FANCIOクリナップ FANCIO
メーカー希望小売価格（税別）211,000円メーカー希望小売価格（税別）211,000円

84,000円超特価

洗面化粧台 展示現品限り

デザイン・機能・安心性充実モデル！

ビルトインコンロ 都市ガス
LPガス 各日限定5台 都市ガス

LPガス各日限定5台
ヒートショック・カビ対策に大活躍！

給湯+浴室暖房セット
サーモ付なのに
お求めやすい
お手頃価格

壁付サーモスタットシャワー水栓 

（税別）

カクダイ 173-061カクダイ 173-061

工事完成後に進呈工事完成後に進呈

メーカー希望小売価格（税別）41,000円メーカー希望小売価格（税別）41,000円

20,000円超特価 （税別）

一流メーカー
住宅機器勢揃い
一流メーカー
住宅機器勢揃い

マイクロファイバー繊維が
細かいホコリを絡め取るから
お掃除効率アップ！

三田
五軒
屋海
岸通
線

ビルトインコンロ無水両面焼ｸﾞﾘﾙ 温度調節機能
オートグリル レンジフード連動

営　業
渡　部

ガスオーブンで
　焼いた美味しい
　　パンをご提供♪

カタログギフト
１万円分プレゼント！！
カタログギフト
１万円分プレゼント！！

システムキッチン・
　　バスをご成約の方に
システムキッチン・
　　バスをご成約の方に

私たちも皆さまのお越しをお待ちしております。

フォンダンウォーター
Instagramでも話題の

50％OFF

51％OFF

60％OFF
60％OFF

60％OFF

45％OFF

切り取り線

住まいに関する
皆さまのお困りごと、
ぜひ会場でご相談ください。

ご来場者に

もれなくプレ
ゼント



屋外リフォーム屋内リフォーム

洗面化粧台追焚付給湯器 トイレ

バ　　ス

キッチン

お家の小さなお困りごとからリフォームまで水島ガスにおまかせください！お家の小さなお困りごとからリフォームまで水島ガスにおまかせください！住宅設備大特価

水ガス暮らしサポートサービス
排水管高圧洗浄消火器 浄水器一体型水栓

収納がしっかり出来て使い勝手も良いキッチン。
人気のクリンレディをあなた好みにデザインしてください！

バリアフリー、
和室のフローリングなども
ご相談ください。

床張り替え不要の床暖房も
あります！ご相談ください。

お家の状況やお客さまのご要望
に応じ、おすすめプランをご提案
いたします。

お酢のチカラで消火する
　　　　　　　身体に優しい消火器！

継続利用者数№１の
水栓です。

こんな症状があれば当社へ
ご相談ください。
●排水口からニオイ
●排水管の水の流れが悪い。
●排水マスのつまり

50%OFF

カウンターを取り外
して丸洗い出来ます。

ビルトインコンロ

ビルトインコンロ無水両面焼グリル
温度調節機能
マルチグリル
キャセロール対応

無水両面焼グリル

窓 床・床暖房 外壁塗装 カーポート・テラス

温度調節機能
オートグリル
ラ・クック対応

無水両面焼グリル
温度調節機能
オートグリル
ラ・クック対応

無水両面焼グリル
温度調節機能
オートグリル

60㎝幅
ＬＥＤ照明
フィルターなし

60㎝幅
ＬＥＤ照明
フィルターなし
ファン掃除不要

ココットプレート対応

テーブルコンロ

無水片面焼グリル
消し忘れ消火機能

レンジフード

ノーリツ プログレ
N3S05PWASKSTESC
ノーリツ プログレ
N3S05PWASKSTESC
㋱296,500円（税別）㋱296,500円（税別）

192,000円
（税別）

35%OFF

37%OFF

33%OFF

34%OFF

29%OFF

35%OFF

40%OFF

クーポンご利用でクーポンご利用で

クリンレディ2550クリンレディ2550
㋱1,174,500円（税別）㋱1,174,500円（税別） 704,000円

40%OFF

エマージュ2550エマージュ2550
㋱782,700円（税別）㋱782,700円（税別） 665,000円

15%OFF

サザナ1616サイズサザナ1616サイズ
㋱1，062,500円（税別）㋱1，062,500円（税別）

531,000円

50%OFF
アライズ1616サイズアライズ1616サイズ
㋱1，290,000円（税別）㋱1，290,000円（税別）

640,000円

㋱210,000円（税別）㋱210,000円（税別）

131,000円

40%OFF
30%OFF46%OFF

クーポンご利用でクーポンご利用で

㋱150,000円（税別）㋱150,000円（税別）

100,000円クーポンご利用でクーポンご利用で

パロマ　フェイシス
PD-810WV-75GX
パロマ　フェイシス
PD-810WV-75GX

㋱89,800円（税別）㋱89,800円（税別）

59,000円

35,000円

クーポンご利用でクーポンご利用で

クーポンご利用でクーポンご利用で

クーポンご利用でクーポンご利用で

クーポンご利用でクーポンご利用で

パロマ
PＡ-93ＷＣＲ
パロマ
PＡ-93ＷＣＲ

㋱133,000円（税別）㋱133,000円（税別）

79,000円

ＡＩＲＰＲＯ　レンジフード
LGR-3R-AP601SV
ＡＩＲＰＲＯ　レンジフード
LGR-3R-AP601SV

㋱352,000円（税別）㋱352,000円（税別）

190,000円クーポンご利用でクーポンご利用で
パロマ FH-E207AWL　パロマ FH-E207AWL　

MFC-E226VMFC-E226V

㋱208,600円（税別）㋱208,600円（税別） 146,000円
ピュアレストQRピュアレストQR

㋱216,400円（税別）㋱216,400円（税別）

130,000円

ピアラ750ピアラ750

㋱193,000円（税別）㋱193,000円（税別）

125,000円

ＡＩＲＰＲＯ　レンジフード
OGR-REC-AP601(L/R)SV
ＡＩＲＰＲＯ　レンジフード
OGR-REC-AP601(L/R)SV

リンナイ
RT64MH7R-C
㋱49,800円（税別）

リンナイ
RT64MH7R-C
㋱49,800円（税別）

リンナイ　マイトーン　
RS31W20K14DG-VW 
リンナイ　マイトーン　
RS31W20K14DG-VW 

マルチグリルは
庫内がフラット
だからお手入れ
が楽なんです♪

調理によく使う調理機器をサッと取り
出せます。

高品位ホーローだから汚れもサッと水
拭きするだけでＯＫ♪

床がタタミのような柔らかさだ
から、衝撃を吸収してくれます。

ダブル保温構造だ
から最後の人まで
お湯が冷めにくい。

ベースが金属なのでマグネット収納を
自由に取り付けられ便利！

シンクの水がゴミや汚れ
を排水口へ運んでくれる
ので後片付けがラク♪

手軽なガスオー
ブン感覚で色ん
な料理が出来る
からGOOD♪

マルチグリルなら焼く・煮る・蒸すが可能！

工事費別途になります。

工事費別途になります。

工事費別途 工事費別途 工事費別途

OGRだけ！ファン掃除不要だからお掃除が断然ラク

BEFORE AFTER

嫌なお掃除のお悩み
解消できます！

お部屋の断熱性UP

※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。

※メーカーカタログより抜粋

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

今ある窓の内側に窓を付け
二重窓に。

BEFORE AFTER

汚れが落ちやすく、
超節水の4.8ℓ仕様
だから水道代が
抑えられます。

ボウルが深いから、
水はねを気にせず
使えます♪

※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

お家の塗装工事も
当社へお任せください。

テラス屋根・カーポート
取替もご相談ください。

現地調査
・見積り無料

クーポンご利用でとってもお得！

（税別）
（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別） （税別）

（税別） （税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

9,000円モリタ宮田工業
キッチンアイ
モリタ宮田工業
キッチンアイ

タカギ JY186MN-9NTFタカギ JY186MN-9NTF

34,000円 12,100円/回

工事費別途
※メーカーカタログより抜粋

5年以内に消火で
ご使用された場合
１本無料サービス

定期交換メンバー加入で
５年ごとに浄水器本体無償交換 洗浄箇所

キッチン・洗面・お風呂・洗濯機

価格表示は全て税抜価格です写真と商品が一部異なる場合がございます

ミネラルそのままクリアな水

（税別）（税別） （税別）


