
〒633-0053 奈良県桜井市谷8-1
TEL:0744-42-2991 　FAX:0744-45-5804

桜井ガス株式会社

キリトリ

「桜井ガスのがす展」会場はコチラ↓↓↓

ひきかえ券

※当日、本状と食パン券をお引換致し
  ますので必ずご持参ください。

住 所：

名 前：

電話番号：

ホームページ → http://www.sakurai-gas.co.jp/

※会場までは裏面の地図を参照ください。

2810 27 土 日
 9時〜17時  9時〜16時半

あるぼ〜る・イベントホール

今年も目玉商品たくさん出します！！

ご家族で楽しむイベント盛りだくさん！

ホワイトボード作り 桧ボールプール火おこし体験

タカラスタンダードのホーロー製
両日共30組限定

コツをつかんで火おこし
チャレンジ！！

桧の良い香りでリラックス♪
ちびっこも大喜び

作る 体験 遊ぶ

毎年恒例ビンゴ大会毎年恒例ビンゴ大会

1等 5,000円相当の
すき焼き肉
1等 5,000円相当の
すき焼き肉（両日共に１等３本）
※両日ともPM3：00スタート♪

巽製粉（フローベル）の食パン１本

ご来店粗品ご来店粗品ご来店粗品

※１グループ様1本となります。

先着両日100本限定！

桜 井ガス 検 索

日時

会場

パトカー、消防車と記念撮影

消防車は両日ＡＭ
パトカーは27日PMのみ
展示になります
※当日、事情により来られない場合がございます。 大好評

・キャベツ焼き 焼き処  ※両日とも

・クレープ エーデル  ※両日とも

・みたらし団子 卑弥呼 ※両日とも

今年のがす展の目玉商品！！
ガスファンヒーター 浴室暖房乾燥機

ＲＢＨ－Ｗ4１４ＫＰ + RBH-W414KP用(ワイヤレスリモコン) + RH-61W

(標準工事込、税込）

RBH-W414KP

SRC-364E（オープン価格） GFH-4005S（オープン価格）

RBH-W14KP用
ワイヤレスリモコン

RH-61W

限定

10セット

¥120,000

暖房器具を￥2,000で下取りします！
お風呂が寒い、ヒートショック対策に！

ガスコ
ード

3mま
で

サービ
ス！！

※こちらの商品は数量限定になっております。

がす展のみの特別価格 (税込）
その他、限定商品あり！！¥12,000

地
域
最
安
値
！！ サッピーちゃん

電気のブース
当日、電気使用量の明細書をお持ちにな
られましたらシュミレーション比較させて
頂きます！！

※シュミレーションされた方には粗品を差し上げます。

ぜひこの機会に大阪ガス電気をどうぞ！

その他 野外イベント（有料）

（３斤相当）をプレゼント！

大きいよ♪



ガス展の目玉商品ガス展の目玉商品ガス展の目玉商品

RS31W28P12RVW
希望小売価格 ￥147，960（税込）

TLR-3S-AP601SV
希望小売価格 ￥111，240（税込）

N3WQ6G
希望小売価格 ￥145，800（税込）

NFG6S13MSI(L/R)
希望小売価格 ￥108，000（税込）

ビルトインコンロ+レンジフードセット

ガス展限定セット価格￥149,000（ 　）税込
標準工事込

ガス展限定セット価格￥148,000（ 　）税込
標準工事込

SET

SETガラス
トップ

W高火力
バーナー

パール
クリスタル

新製品

W高火力
バーナー5セット限定！！

W高火力
バーナー5セット限定！！

プラス

プラス

普段のお手入れはフラットな整流板を拭くだけの
ノンフィルタータイプ。吸い込んだ油は洗いやすい
オイルトレーに収集されるので、ラクにお掃除できます。

省エネ＆長寿命のラインLED照明を採用。従来の
白熱球照明に比べ消費電力を削減。手元の照明も
明るくなりました。｠     

簡単にキレイを保てる嬉しい設計

お手入れしやすい

使いやすさにもこだわりました

こだわりと工夫をちりばめてラクラクお手入れを実現

リフォーム用キッチン・バスなど当日展示いたします。リフォーム用キッチン・バスなど当日展示いたします。リフォーム用キッチン・バスなど当日展示いたします。

システムキッチンユニットバス

トイレシステムキッチン

当日、住友林業ホームテック様のリフォーム相談会を行っています。

当日特別価格にて！！

当日特別価格にて！！

当日特別価格にて！！

当日特別価格にて！！

間口 ２６０cm タイプ
希望小売価格 ￥2,498,040（税込・工事別）

1616サイズ
希望小売価格 ￥1,339,200（税込・工事別） 希望小売価格 ￥774,000（税込・工事別）

希望小売価格 ￥439,560（税込・工事別）
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サンプル

掲載価格での
ご購入は
当社ガスを
お使いの方に
限ります。




