
10台
限定

１２月２日 10：00～16：00

ガス機器＆リフォーム相談は

水島ガスにおまかせ！

お掃除簡単な

レンジフードもあり
ます！

れすぱランドリー

懐かしい射的！
お祭り大好きなちびっ子大集合！

　（1組さま1セット（5個入り）限り）

ガスの衣類乾燥機で濡れた
バスタオルを乾かせます。
濡れた洗濯物・バスタオルをご持参下さい。

射 的

主催：水島ガス㈱　協賛：水島ガスサービスショップ〔樋口ガス㈱・中国水道センター㈱・㈱アーステクノクリエイションズ〕

樋口ガス会場
水島ガスショールーム

倉敷市連島中央1‒12‒19
TEL.086‒440‒6277

三田
五軒
屋海
岸通
線

ハイパーガラスコートトップ

60cm
左右強火力

水なし両面焼グリル

PD-AF61WV-60CVPD-AF61WV-60CV
㋱174,960円（税込）

（税込）87,480円87,480円87,480円87,480円

ビルトインコンロ

10台
限定

木造11畳まで

都市ガス用
コンクリート造15畳まで

SRC-364ESRC-364E
㋱オープン価格

（税込）9,800円9,800円9,800円9,800円

ガスファンヒーター

★ガス栓増設工事は、別途お見積りが必要となります。

価特定限量数 価特定限量数

とき

ところ

日

倉敷市玉島乙島6980-9
TEL.086‒522‒3219

樋口
ガス

会場

✂　キ リ ト リ 線　✂

れすぱ会場だけのイベント

グリルで
ココットプレート実演

ココットプレートを
グリルの中に入れて焼くだけ！
だから、グリルの中が汚れない！

日頃の感謝を込めて

ご来場記念品
ボックス
ティッシュ
５個入り

歳末商談会

両会場で開催するイベント

50％OFF

無 料

倉敷市



ビルトインコンロビルトインコンロ

テーブルコンロテーブルコンロ レンジフードレンジフード

給湯器（給湯専用）給湯器（給湯専用） 給湯器（追焚き機能付）給湯器（追焚き機能付） 給湯器（追焚き+暖房機能付）＆浴室暖房乾燥機給湯器（追焚き+暖房機能付）＆浴室暖房乾燥機

お気軽にご相談ください。お気軽にご相談ください。

 RHS71W23L9RSTW
メーカー希望小売価格（税込）237,600円 メーカー希望小売価格（税込）157,680円

メーカー希望小売価格（税込）69,984円 メーカー希望小売価格（税込）53,784円

メーカー希望小売価格
（税込）176,040円

メーカー希望小売価格（税込）75,600円
N3WQ6RWTSKSI PD-N34

ガラス天板 水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

ホーロー天板 水無片面焼グリルガラス天板

オートグリル 温度調節・炊飯

水無両面焼グリル

ココットプレート付属

温度調節
ホーロー天板 水無片面焼グリル

温度調節・炊飯 ラ･クック対応
ホーロー天板 水無両面焼グリル

 RT64MH7R-CL/R PA-360WHA-L/R

メーカー希望小売価格（税込）248,400円

メーカー希望小売価格（税込）47,520円

PH-E2004AWL

 XGR-REC-AP603SV（横幅60cm）
ワンタッチ
着脱ファン ＤＣモーター ビルトイン

コンロ連動

ＬＥＤ照明 タイマー

壁取付型

暖房 乾燥
換気 涼風

※表示価格はリモコン代込
メーカー希望小売価格（税込）380,160 円
GT-C2062SAWX BL

ガス漏れ警報器 家庭用消火器

※表示価格はリモコン代込
メーカー希望小売価格（税込）454,680 円
RVD-E2405SAW2-1(A)

※表示価格はリモコン代込
メーカー希望小売価格（税込）99,792 円
RBH-W414KP

JL206MN-9NL2 XW-725S キッチンアイ 排水管高圧洗浄

浄水器本体
5年ごとに
無償交換！

今お使いの蛇口を取り替えるだけ。
ミネラルそのまま、
安心でおいしい水。

おいしい水　 
あんしんサービス

（税込）166,000円166,000円166,000円166,000円 （税込）110,000円110,000円110,000円110,000円 （税込）53,000円53,000円53,000円53,000円

※工事費は別途※工事費は別途

※工事費は別途※工事費は別途

※工事費は別途※工事費は別途 ※工事費は別途※工事費は別途※工事費は別途※工事費は別途※工事費は別途※工事費は別途

30％OFF

（税込）49,000円49,000円49,000円49,000円

（税込）33,000円33,000円33,000円33,000円
（税込）9,700円9,700円9,700円9,700円（税込）378円378円378円378円 （税込）13,000円13,000円13,000円13,000円

30％OFF

（税込）159,000円159,000円159,000円159,000円 （税込）242,000円242,000円242,000円242,000円 （税込）69,800円69,800円69,800円69,800円
36％OFF

30％OFF

36％OFF36％OFF

（税込）37,700円37,700円37,700円37,700円 （税込）123,000円123,000円123,000円123,000円30％OFF
30％OFF

30％OFF 30％OFF

水ガス水ガス 暮らしサポート暮らしサポート

キレイ、
　スッキリ！

コンロと
セット購入で
5,000円引き!!

コンロと
セット購入で
5,000円引き!!

コンロと
セット購入で
5,000円引き!!

コンロと
セット購入で
5,000円引き!!

（税込）290,000円290,000円290,000円290,000円

de

月々
リース

警報器と消火器をダブルで備えていざというとき安心。

お酢をベースに
作られた、人に
やさしいおしゃ
れな消火器。
※４色からお選び
　いただけます。

従来のガスも
れ検知機能に
加えて、熱中
症警報や乾燥
警報をアラー
ムでお知らせ！

警報器+消火器　 
あんしんサービス

de

灯油ボイラーや
電気温水器の
故障、修理、
トラブルを解決！

毎日の生活で排管内にこびりついた
汚れ等をスッキリ除去！4箇所対応。

お湯廻り
快適サービス

de排水づまり改善
快適サービス

de

出張費無料!出張費無料!出張費無料!出張費無料!

見積無料!見積無料!見積無料!見積無料!

30％OFF



屋外リフォーム屋内リフォーム

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。

窓 床・床暖房 外壁塗装 カーポート・テラス

お部屋の断熱性UP
今ある窓の内側に窓を付け
二重窓に。

BEFORE AFTER ※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。

高品位ホーローだから
汚れも水拭きでOK!

ベースが金属なのでマグ
ネット収納も簡単取付け！

スッキリしたデザインで機能的！キッチンもオシャレに！！スッキリしたデザインで機能的！キッチンもオシャレに！！キッチンキッチン

収納がしっかり出来て
　　　　使い勝手も良いキッチン。

簡単手入れでスッキリキッチン！

クリンレディ2550クリンレディ2550
㋱1,174,500円（税込）

※写真はイメージです。

サザナ1616サイズサザナ1616サイズ
㋱1,147,500円（税込）

床がタタミのように柔らかく衝撃を
吸収。冷たさもありません。

キレイ、安心、心地よさが
ずっと続く「しあわせ長持ち」
システムバス。※写真はイメージです。

アメージュZアメージュZ
㋱209,088円（税込）

シンプルなデザインで汚れも落ちやすく
お掃除がラクラク。簡単手入れで、いつ
もキレイで・スッキリ！

エマージュ2550エマージュ2550
㋱845,316円（税込）

レラージュレラージュ㋱810,000円（税込）

※写真はイメージです。

※メーカーカタログより抜粋

※メーカーカタログより抜粋 ※メーカーカタログより抜粋

※メーカーカタログより抜粋

※メーカーカタログより抜粋
※メーカーカタログより抜粋

※写真はイメージです。

ピアラ750ピアラ750
㋱233,712円（税込）

ボールが深いから、水はねを気にせず使えます。
広々、平らな底面でつけ置き洗いにも大活躍。
家族みんなの収納もたっぷり！

※写真はイメージです。

バスバス

トイレトイレ洗面化粧台洗面化粧台

価格は当日ご相談ください！価格は当日ご相談ください！価格は当日ご相談ください！価格は当日ご相談ください！

価格は当日ご相談ください！価格は当日ご相談ください！価格は当日ご相談ください！価格は当日ご相談ください！

※工事費は別途

※工事費は別途

※工事費は別途 ※工事費は別途

50％
OFF

16％
OFF

疲れを癒してくれる大切なスペースだからゆったりキレイに！疲れを癒してくれる大切なスペースだからゆったりキレイに！

使いやすくて多機能！使いやすくて多機能！ 快適に使えて超節約！快適に使えて超節約！

キープクリーン浴槽はアクリル
人造大理石を使用。

（税込）570,000円570,000円570,000円570,000円

（税込）710,000円710,000円710,000円710,000円

40％
OFF

43％
OFF（税込）140,000円140,000円140,000円140,000円 （税込）120,000円120,000円120,000円120,000円

1日の疲れを
リセット！

超節水の
4.8ℓ仕様！

オシャレで
使いやすい！

現地調査・見積り無料
お気軽にお問い合わせください！

展示現品売り展示現品売り展示現品売り展示現品売り

展示現品売り展示現品売り展示現品売り展示現品売り

ご成約金額10万円以上なら3,000円
ご成約金額50万円以上なら5,000円
ご成約金額100万円以上なら10,000円

　　　　　　　　　　 ご自宅のキッチン、お風呂、
トイレ、洗面の写真、もしくは水道の検針票をお持ち
いただいた方、ご成約時にギフトカードプレゼント。

ご成約特典

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！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！

水道の検針票をご持参下さい。

調理によく使う調理機器を
サッと取り出せます。

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♪

※写真はイメージです。


