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コンロ・リフォームフェア2018へご来場いただく際は、
下の返信用ハガキにてお申し込みください。招待状をお送りいたします。

ご来場には別途招待状が必要です。中面のおハガキにてお申し込みください。

ご来場には招待状が必要です。
下記の必要事項をご記入の上、

9月7日（金）までにお申し込みください。

イベント来場のお申し込み・アンケート

2018. 9.15（土）・16（日）開催日

●イベント来場希望日 参加希望日をご記入の上、会場・
時間帯に□チェックを入れてください。

月 日

□タカラ京都御池ショールーム
□TOTO京都ショールーム会場アクセスのご案内

※保存期限をご確認の上、お早めにお召し上がりください。
※数に限りがあるため、記念品は変更になる場合がございますので、ご容赦ください。

ご招待状1通につき1つ / 複数会場ご来場でも1つ限り

（　　　　）年
現在お使いのお台所は何年くらいお使いですか？❷

□システムキッチン　□システムバス　□洗面化粧台
□トイレ　□レンジフード　□エアコン　□コンロ
□その他リフォーム商品  （　　　　　　　　　　　）

ご検討されております商品はございますか？❶

（　　　　）年
現在お使いのお風呂は何年くらいお使いですか？❸

（　　　　）年
現在お使いのコンロは何年くらいお使いですか？❹

日 

時

会 

場

9

31万件突破！31万件突破！累積実績累積実績
大阪ガスの
リフォームはココが
大阪ガスの
リフォームはココが スゴイ！スゴイ！

おまかせください！大阪ガスのリフォームはおまかせください！大阪ガスのリフォームは

約90%の高い満足度 ※2017年度 
　リフォームお客さま アンケート
　（回答総数 3,458件）

※2018年3月末実績

親切な提案・設計！ていねいな施工！
きちんとアフターケア！

お客さまの夢を
確かなカタチにします。

豊富な快適メニュー お風呂・台所・トイレの
リフォーム、コンロ・
レンジフードの取替え等…

お支払い、
ローンで
ラクラク！

低金利クレジット クレジットで
快適リフォームを実現！

・システムキッチン・システムバス・トイレ・洗面化粧台・エネファーム
・給湯暖房機・ビルトインコンロ・レンジフード・エアコン

対象商品

各日先着
150名さま

PRESENT

□〈  AM 〉10:00~12:00
□〈PM❶ 〉12:00~15:00
□〈PM❷ 〉15:00~17:00

コンロ・リフォーム
フェア2018

ご来
場記

念品

お見
積り
特典

お見積り
特典

システムキッチンまたはシステムバスを
お見積りでプレゼント！

マックカード
500円分

対象商品をお見積りのお客さまにプレゼント！

百貨店で行列ができる
大人気スイーツ!
百貨店で行列ができる
大人気スイーツ!

（400ml×2個セット）

真空断熱タンブラー

タカラ京都御池ショールーム
TOTO京都ショールーム

【会場】

10：00 -17：00
2018年 9月15日土 16日日

最新のコンロがリースでお求めやすく！！
Siセンサーコンロ（ビルトインタイプ）月額リース料金（リース期間8年間の場合） 円980月々

（税込）
～～

※複数お見積りいただいた場合でもお1つ限りとなります。

〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下ル柳八幡町65 京都朝日ビル1F

タカラ京都御池ショールーム

お車でのご来館
京都市営御池地下
駐車場P-6出口を出
てすぐ
※最大2時間サービ
スチケット有ります

電車でのご来館

京都市営地下鉄
「烏丸御池駅」下車、
3番出口より東へ
徒歩5分

お車でのご来館
お客さま専用駐車場
有り
※ショールーム駐車  
　場へは歩道を横
　断し中に入って頂
　きます。

電車でのご来館

京都市営地下鉄
「烏丸御池駅」下車、
4-1番出口より
徒歩5分

〒604-8271 京都市中京区釜座通御池下ル津軽町763

TOTO京都ショールーム

THERMOS

※写真はイメージです。

※複数お見積りいただいた場合でもお1つ限りとなります。　※写真はイメージです。　※都合により粗品が変更になる場合がありますので予めご了承ください。

※マックカードのデザインは変更となる場合がございます。

お見積り
特典

システムキッチンまたはシステムバスを
お見積りでプレゼント！

ふわりの極み
バスタオルセット

サイズ：
約150×150(mm)バームクーヘン

滋賀の有名店!!滋賀の有名店!!

もれなくプレゼント！
もれなくプレゼント！

水なし
両面焼
グリル

トースト あたため魚

グリルオート

210-R660・R661型
寸法（mm）:高さ269（ごとく含む）×幅596（天板幅590）×
奥行538（取っ手24含まず）

希望小売価格（税込）149,040円

天板色：●ショコラ  ●フェアリーピンク

8年契約
月額リース料金（税込）

月々1,680円

お手入れしやすい
Gクリアコートトップ。

天板
60cm
タイプ

210-H600・H601型
寸法（mm）：高さ271（ごとく含む）×幅596（天板幅592）×
奥行492（取っ手18含まず）

希望小売価格（税込）242,460円

天板色：●プラチナシルバー ●シャンパンクリスタル

8年契約
月額リース料金（税込）

月々2,480円

かんたん操作で多彩な料理が
楽しめるマルチグリル搭載!

ガラス
トップ

水なし
両面焼
グリル

トースト あたため魚

グリルオート

天板
60cm
タイプ  

210-R654・R655型
寸法（mm）:高さ269（ごとく含む）×幅596（天板幅592）×
奥行539（取っ手22含まず）

希望小売価格（税込）189,000円
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8年契約
月額リース料金（税込）

月々2,000円

機能的でありながらも美しさを追求。
洗練された上質感が漂う
ガラストップコンロ。

天板
60cm
タイプ

210-H532・H533型
寸法(mm)：高さ272(ごとく含む)×幅596（天板幅593）×
奥行492（取っ手22含まず）

希望小売価格（税込）104,760円

天板色：●インディゴブラック

8年契約
月額リース料金（税込）

月々1,100円

片面焼グリルでさらにお求めやすい
ガラストップタイプ。

付属 プレートパン・キャセロール

付属 波型グリル用プレート

付属 波型グリル用プレート

天板色：プラチナシルバー

天板色：ショコラ

●らく得リース料金は大阪ガス（株）が定める価格です。中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。※らく得リースのお申込の際にはご利用条件があります。制度内容やご利用条件など詳しくは販売店までお問い合わせください。　

天板色：シェルピンク

天板色：インディゴブラック

マルチ
グリル

ガラス
トップ

トースト

あたため料理
メニュー

冷凍
食品

魚炊飯

グリルオート 天板色：●モスグリーン　●シェルピンク

●マロンブラウン ●シルバー

水なし
片面焼
グリル

グリル調理
浅型プレート
別売

ガラス
トップ

天板
60cm
タイプ

Gクリア
コート
トップ

※シャンパンクリスタルは希望小売価格、月額リース料金が異なります。



キャビネットの中までホーローだから、
お手入れは水拭きでサッと拭くだけ。
時間が経ってしまった汚れもご心配なく。

コンロに近く、油ハネで汚れやすいキッ
チンパネルも、高品位ホーロー。サッと
拭き取るだけでキレイになります。

3層シンクで「洗う、調理、片づける」をスムーズ
に。作業効率を高める3層構造を採用。キッチ
ンワークが、快適かつスムーズにはかどります。

●家事らくシンク

●ホーロークリーンキッチンパネル

※掲載の機能は全ての機種に搭載されているわけではございません。

※写真は全てイメージです。

洗面化粧台

トイレ

システムバス

システムキッチン

本イベントのご来場は「ご予約制」となります。

お客さまにゆっくりとご覧いただけるよう時間帯予約制として
おります。先着順に招待状をお届けさせて頂きますので、お早め
のお申し込みをお願い申し上げます。

※申し込み状況によっては、ご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。

1 ご来場には招待状が必要です。

2 お申し込みは下記おハガキにて必要事項を
ご記入の上、お申し込みください。

3 後日、ご予約頂いた日時の招待状をお届け
させていただきます。

4 ご不明な点がございましたら、見開き右ページ下
に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

お申し込み締切：2018.9.7まで（当日消印有効）

お問い合わせ

ご 挨 拶

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、タカラスタンダード、TOTOの

2メーカーとコラボレーションし、

「コンロ・リフォームフェア2018」を開催いたします。

最新のシステムキッチンやシステムバスをご覧いただき、

お客さまの暮らしを彩るリフォームのご提案をさせていただくとともに、

お住まいの様々なご相談も賜ります。

お客さまのライフスタイルやご予算に合わせたプラン作成など、

夢見る暮らしの実現にむけて見どころいっぱいのイベントです。

ご来場の際にはプレゼントもご用意しております。

ご家族・ご友人をお誘いの上、お気軽にお越しください。

皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

料金受取人払郵便

京都中央局
承　認

7141
差出有効期間
2020年
2月8日まで

切手を貼らずに
お出しください

（郵　便　は　が　き）

平日AM　　　　PM13：00～15：00　
PM15：00～17：00 その他（　　　　）

土・日AM　　　　PM13：00～15：00　
PM15：00～17：00 その他（　　　　）

●お名前（フリガナ）

●ご住所（フリガナ）

●TEL

AM10：00～12：00　　PM12：00～15：00　
PM15：00～17：00　　

平日

AM10：00～12：00　　PM12：00～15：00　
PM15：00～17：00　　

土

〒　　 -

（　　　　　　）

　　　　   ー

【個人情報の取り扱いについて】ご記入いただきましたアンケートの回答およびお客さまの住所・氏名・電話番号等の個人情報は、エネ
ルギー供給およびその普及拡大、ガス機器（供給設備を含む）、リフォーム、警報器、漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等に関する
商品・サービスのPR・販売・設置・点検・調査・分析の目的に利用（ダイレクトメールの送付・電話・訪問等）させていただく場合がございま
す。また、上記個人情報を弊社のプライバシーポリシーに則り、大阪ガスサービスチェーン、大阪ガスグループ会社と共同利用させてい
ただく場合がございます。

□同意する      □同意しない上記内容に同意いただける場合はチェックをお願い致します。

京都市下京区中堂寺粟田町93
KRPガスビル4階
大阪ガス株式会社
リビング営業部　京滋販売チーム

（受取人）

「コンロ・リフォームフェア2018」
 来場希望係　行

6 0 0 8 7 9 0
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●きれい除菌水

※掲載の機能は全ての機種に搭載されているわけではございません。

洗浄水量は従来の約1/3。
少ない水でしっかり流します。

「きれい除菌水」が汚れの
もとになる菌を除菌。

陶器表面の凹凸を100万
分の1mmのナノレベルで
なめらかに仕上げることで、
汚れがツルッと落ちて、
お掃除らくらく。

●節水量（床排水）

鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ
持つ素材です。ずっと清潔さを保ち、
毎日のお手入れも手軽です。

●ホーローキャビネット

●高品位ホーロー ●セフィオンテクト

イベント会場にて、機種限定の特別価格商品をご用意しております!
お得な値段は係員にお問い合わせください!

※画像はイメージです。

システムキッチンレンジフード システムバス トイレ 洗面化粧台

キャビネットのすみずみまで高品位ホーロー。
お手入れ簡単でいつも清潔。

●底までホーローラック

●人造大理石
　ボウル一体型カウンター

※掲載の機能は全ての機種に搭載されているわけではございません。
足元スペースを無駄なく利用して
収納力アップ。

継ぎ目がないからお手入れ簡単。
美しく深みのある光沢が長続き。

●まるごとホーローキャビネット

背面もホーロー

内側もホーロー

外側も
ホーロー

底板も
ホーロー

扉の表も裏も
ホーロー

汚れや湿気を
ガラス層で
シャットアウト。

850℃で
焼き付けて
密着！

金属
ガラス質

頑丈な鉄が
衝撃に強さを発揮。

キッチンに最適の
素材です。

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

壁・床・浴槽・天井、
浴室まるごと断熱仕
様。あたたかさが長
持ち。

床の内側にやわらかクッションをぎゅっ!
一度使うと忘れられない踏み心地。

●魔法びん浴槽

●エアインシャワー

※掲載の機能は全ての機種に搭載されているわけではございません。

水に空気を含ませる
ことで、浴び心地は
そのまま。35％の大
幅節水。
 

（JIS高断熱浴槽準拠）

浴槽を断熱材で包み
込んだまるで魔法瓶
のようなヒロイユなら
ではの断熱構造。

●まるごと断熱仕様

●ほっカラリ床

 システムバス

トイレ システムキッチン

洗面化粧台
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