
・ザ・ガス展
紙上フェア紙上フェア

島田ガス島田ガス島田ガス

島田ガス株式会社 TEL0547-36-3900
〒427-0024 島田市横井4-16-32

協賛企業／ノーリツ・パーパス・パロマ・リンナイ・静岡ガスリビング

開催期間開催期間

12/12/12/12/313131木までまでまで
　日頃は弊社のガスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
　さて、先月お配りしたガス展紙上フェアでもお知らせいたしましたが、本年の会場開催は、新型コロナウイルスの
感染拡大防止の為、中止とさせて頂きました。ただいま、開催中の紙上フェアですが好評を頂いておりますことから、
第二弾をご用意いたしました。第二弾もみなさまの快適なくらしをサポートするラインナップになっておりますので、
是非ご覧いただきご検討の程宜しくお願いいたします。（従業員一同）

お電話にて注文を
受付致します。

お気軽にお問合せください。まずはお電話ください！
☎0547-36-3900

㋱168,300円（税込）
RS31W27P14DGVW（60㎝）RS31W27P14DGVW（60㎝）
取付工事費別途

50%50%50%50%
OFFOFFOFFOFF

50%50%50%50%
OFFOFFOFFOFF

超目玉今だけ価格超目玉今だけ価格超目玉今だけ価格超目玉今だけ価格
抽 選 会抽 選 会

電 話 ナ ン バ ー
抽 選 会

賞A グルメギフト（ストレート）グルメギフト（ストレート）

賞B 調味料セット（ボックス）調味料セット（ボックス）

　
（対象ナンバー）固定電話番号または携帯電話番号の
　　　　　　　下３ケタの番号が抽選対象となります。
　　　〔例〕　　電話番号 0000-00-0□□□
　　　　　　　携帯電話 000-0000-0□□□

（対象者）　　　島田ガスのお客さま及び同居のご家族
（対象ナンバー）固定電話番号または携帯電話番号の
　　　　　　　下３ケタの番号が抽選対象となります。
　　　〔例〕　　電話番号 0000-00-0□□□
　　　　　　　携帯電話 000-0000-0□□□

（ストレート）とは並び順が一致する番号
（ボックス）  とは並び順が異なる番号
当選発表は11月24日（火）お楽しみに！
ホームページまたはお電話にてご案内致します。
ご登録がございます電話番号につきましては
弊社より当選のご連絡も併せて致します。
当選されたお客さま宅へは従業員にて配達いたします。（当選番号の確認）

お料理の楽しさアップ
ココットプレート付属

ビルトインコンロ

円84,800フェア
特別価格

（税込）

ホームページはこちら↓

第2弾第2弾

㋱202,400円（税込）
N3WS5PWAS6STE（60㎝）N3WS5PWAS6STE（60㎝）
取付工事費別途

焼網グリルの決定版
ビルトインコンロ

円99,800フェア
特別価格

（税込）

グリルミトン
プレゼント

クックボックス
プレゼント

卒FIT※1を迎えた余剰電力を買い取ります卒FIT※1を迎えた余剰電力を買い取ります
※1 卒FIT（固定価格買取制度満了）とは・・・2019年11月1日以降、10年間として定められていた太陽光発電の固定買取価格期間が満了した状態を指します。

SHIZGASでんきは、2020年10月より島田市行政施設
４８ヵ所へ電力供給をスタートいたしました。

島田市内のでんきを皆さんで
供給（市民電力）してみませんか！地産地消

電気の

※2020年6月末時点お客様と島田ガスがSHIZUGASでんきを契約いただいた件数

ガスも電気もエネルギーすべて島田ガスへおまかせください！

でんき切替、卒FIT事前登録申し込みのお客さまに先着２０名様

島田ガススタッフが

島田市内の
お客様

島田ガス
（静岡ガス＆パワー）

ご家庭

地域内
循環

買い取り

電力供給

発電

エネファームを設置で電気料金がおトクに！

エネファーム  パナソニック製
希望小売価格（本体）
　　 ￥1,702,800￥1,150,000（工事費込）

お湯をたくさん使うお客さま

停電時も あ ん し ん
停電時でも、エネファームなら最大500W

携帯電話充電　約15W
ノートパソコン　約50W～100W
液晶TV32型　約50W～100W
扇風機　約30W～50W

電気使用料 ※機種や使用状況により異なります。

地震や台風台風による停電など、いつ起こるかわから
ない災害に対して、あんしんを提供する備蓄・持ち出し・
発電サービス『あんしんくん』がスタート

お客様ご使用ガス機器の保障期間を延長しあんしんを
提供する、ガス機器延長保証サービス『ほしょうくん』が
スタート



ノーリツ
GFH-4006S

ビルトインコンロ・テーブルコンロ・レンジフードビルトインコンロ・テーブルコンロ・レンジフード 取付工事費別途

RTS65AWK14RG-C(L/R)
㋱107,580円（税込）

円円55,80055,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

ラクシェ
テーブル
コンロ 48%48%48%48%

OFFOFFOFFOFF

PA-A96WCJ(L/R)
㋱107,580円（税込）

円円55,80055,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

テーブル
コンロ

PD-509WS-75CK（75㎝）
㋱154,000円（税込）

円円84,80084,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

ビルトイン
コンロ 48%48%48%48%

OFFOFFOFFOFF

48%48%48%48%
OFFOFFOFFOFF

45%45%45%45%
OFFOFFOFFOFF

45%45%45%45%
OFFOFFOFFOFF

こだわりと工夫を
ちりばめて、
ラクラクお手入れを実現

レンジフード

LGR-3R-AP601SV
㋱146,300円（税込）

円円102,800102,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

30%30%30%30%
OFFOFFOFFOFF

NLW2281ASKSG(L/R)
㋱104,280円（税込）

円円53,80053,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

グリル調理が
もっと楽しく
オート機能

テーブル
コンロ

※テーブルコンロは除く

RS31W28P12RVW（60㎝）
㋱150,700円（税込）

円円82,80082,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

Wワイド火力や
便利機能
搭載

あんしん
モードなど
調理を
サポート

ラ・クック
オートで
さらに
家事がラク

充実の機能が
手軽に使える

ビルトイン
コンロ

グリルミトン
プレゼント

グリルミトン
プレゼントココットプレート付属

炊飯鍋
プレゼント

炊飯鍋
プレゼント

ガスふろ給湯器ガスふろ給湯器

円円205,800205,800フェア
特別価格

（税込）（税込）
㋱411,400円（税込）

円円251,800251,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

オート
GX-HK245AW
BD-HW410A

㋱558,800円（税込）

寒い日の浴室は、部屋と浴室の温度差が大きく、
体に大きな負担がかかります。ヒートショック
対策に心がけましょう。

より高性能  ハーモニーシリーズ
オート
GX-H240AW

50%50%50%50%
OFFOFFOFFOFF

55%55%55%55%
OFFOFFOFFOFF

取付工事費別途

標準リモコンセット

標準リモコンセット

グランドシェフ

センス

N2WQ8RWTS6SI（60㎝）
㋱143,000円（税込）

円円78,80078,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

ファミ
ビルトインコンロ シンプルで

使いやすい
2口タイプ

45%45%45%45%
OFFOFFOFFOFF グリルプレート

プレゼント

充実の
機能＆性能

スタンダードタイプ
乾燥容量5.0㎏
RTD-54S-SV
㋱140,800円（税込）

円円83,80083,800フェア
特別価格

（税込）（税込）

取付工事費別途

衣類乾燥機衣類乾燥機

ご成約のお客さまには
納品時に記念品
日用品4点セットを
プレゼントいたします。

40%40%40%40%
OFFOFFOFFOFF

㋱はメーカー希望価格です。

42%42%42%42%
OFFOFFOFFOFF

展示会
特典!
ガスコ

ード2m

(4,700
円相当

）

プレゼ
ント

あらゆるタイプの
お部屋に使える
スタンダードなサイズ
木造11畳・コンクリート15畳まで

室内の空気を浄化する
プラズマクラスター
技術搭載！
木造12畳・コンクリート16畳まで
リンナイ
RC-W4401NP

円円17,80017,800フェア
特別価格 円円49,80049,800フェア

特別価格

㋱86,130円（税込）オープン価格
（税込） （税込）

外壁塗装 浴室リフォーム キッチンリフォーム 内装改修 トイレリフォーム 外構工事

換気扇取替え 水栓取替 畳表替え 障子張り替え洗面化粧台取替え シロアリ予防・駆除

リフォームのことなら、 
島田ガスにお任せください !

リフォームのことなら、 
島田ガスにお任せください !
ガス機器のことはもちろん、水まわりの改修から耐震補強工事にいたるまで
住まいのお困りごとにきめ細かく対応します。お気軽にご相談ください。
ガス機器のことはもちろん、水まわりの改修から耐震補強工事にいたるまで
住まいのお困りごとにきめ細かく対応します。お気軽にご相談ください。

安心・信
頼の

安心・信
頼の

その他お住まいに関するお悩み、なんでもご相談ください！
給水配管の取替・修理、手すり取付・スロープ設置、照明器具の取替、畳の新調、雨どいの修理、壁のひび割れ修理、
インターホンの取替え…などもお任せください。

ラ・クック
プレゼント

ガス栓の取り付けはとってもカンタン！

先ずは試してみませんか？先ずは試してみませんか？

先着順です。数に限りがあります。コックの追加などガス工事代は別になります。
新しくガスファンヒーターを設置
するおうちに販売価格よりさらに

展示会キャンペーン
5,000円引き




