
ハイブリッド給湯器 給湯 省エネＮＯ.１

ビルトインコンロ 満足度NO.1ガス衣類乾燥機

額
月 ［税別］5,020円リース期間10年 ×120回

円448,250（税別）

工事費別 45%
OFF!

【内容】熱源機・タンク一体タイプ（暖房機能付）
シングルハイブリッド100V 100Lタイプ
HP・連結配管セット（給湯）（RHO-HPS3EOS2-AT）・
プラ設置台（RHB-PR450）・ECO ONE 専用リモコン
（MBC-301VC(A)）セット価格815,000円（税別）→

リンナイ ハイブリッド給湯器

暖房能力
10,000
kcal

MBC-301VC(A)

節約しながら
ゆったりお風呂、
たっぷり暖房

57％削減
コスト削減！
少ないガスで

効率よく沸かします。
省エネ

年間給湯
ランニングコスト比較

10万

5万

ガス給湯器［従来型］

112,800円

49,000円

こんなに
安くなる！

年間給湯光熱費年間給湯光熱費

※リンナイ（株）調べ

24号エコジョーズフルオートタイプ屋外用

どこでも
リンナイアプリ
対応

HEMS
対応

停電対応
ユニット
対応

選べる
ECO
モード

エネ
ルック

スマート
スピーカー
対応

太陽光
発電モード

時間帯別
料金モード

レジリ
エンス
対応

嬉しい分割払いで
エコ＆おトクな
暮らしを始めよう！ オトクなガス機器のご提案！オトクなガス機器のご提案！

我が家でコインランドリーの仕上がりに！！我が家でコインランドリーの仕上がりに！！

乾燥容量
5.0kg

リンナイ RDT-54S-SV 
■高さ684×幅650×奥行561（㎜） 
本体標準価格128,000円（税別）→

63円

1回の使用料金

※リンナイ（株）調べ

円96,000（税別）

工事費別

額
月 ［税別］1,310円リース期間８年 ×96回

25%
OFF!

生乾き臭の原因
「モラクセラ菌」の
発育を抑制。
乾太くんなら菌の減少率

洗濯物の生乾き臭をカット！プロの料理を再現！アプリで自動調理！
レシピ数

２9０
以上

毎週

1レシピ
追加更新時短メニューから、特別な日の

スペシャルメニューまで
イロイロ♪

詳しくはこちらをチェック！

カラー／スパークリングカッパー ワイド幅75㎝

40%
OFF!

操作部液晶付き

ココットプレート同梱

アプリ「+R RECIPE」対応

コンロオート調理メニュー

左右W強火力

グリル遠赤外線セラミックバーナー

自動炊飯機能

基本機能

使いやすく進化した操作性。

当社オリジナル
動画をCHECK！

円191,400（税別）

工事費別

額
月 ［税別］2,620円リース期間８年 ×96回

RHS71W31E12RCSTW
希望小売価格¥319,000（税別）

10,000
TLCポイントプレゼント

円
分

最
大

対象
商品 10,000

TLCポイントプレゼント

円
分

最
大

対象
商品

花粉・PM2.5も
あんしん！

仕上がりが
ふかふか！

家事が時短で
ラクラク！

当社オリジナル
動画をCHECK！

た
っ
た
の

当社オリジナル
動画をCHECK！

初期購入資金

0円
修理サービス

無料
リース終了後は

お客様のモノへ
とっても便利で、とってもおトクなTOKAIのリースプラン！10,000円分

TLCポイント プレゼント！

対象の
ガス機器
ご購入で

10,000
TLCポイントプレゼント

円
分

最
大

対象
商品

カーボンニュートラル社会に向けた取組みとして
TOKAIは省エネ機器の普及を推進します！！

各会場で、詳しく
ご説明致します！



ご来場して頂く組数を限定し、完全予約制となりますので
フリーダイアルまたは予約フォームより必ず事前に予約をお願い致します。

新型コロナウイルスの感染状況により、スプリングフェアが中止、もしくは日程・会場の変更の場合もございますが、ご了承ください。
0120-987-242（受付時間：9:00～17:45）

●当イベント会場における新型コロナウイルス感染予防対策について
消毒の徹底・換気の徹底・座席間の空間の確保・弊社スタッフとの接触防止・受付、ブースでの飛沫防止パーテーション
の設置・スタッフのマスク着用、検温体調確認の徹底をし、感染拡大防止に細心の注意を払い実施して参ります。

お願い

スプリングフェア開催会場
完全予約制!

予約
フォーム

横浜支店 ◆3／6（土）10：00～16：00
会場：タカラスタンダード横浜ショールーム
横浜市神奈川区富家町4-1

川崎支店 ◆3／6（土）10：00～16：00
会場：タカラスタンダード港北ショールーム
横浜市都筑区中川中央２丁目４－１４

湘南支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：TOKAI湘南支店構内
横須賀市内川１丁目８－１０

三浦営業所 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：TOKAI三浦営業所構内
三浦市三崎町小網代71-1

厚木支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：タカラスタンダード厚木ショールーム
厚木市岡田１丁目３－５

小田原支店◆3／13（土）10：00～16：00
会場：タカラスタンダード小田原ショールーム
小田原市国府津2902

多摩支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：タカラスタンダード立川ショールーム
立川市幸町1-26-2

相模原支店◆3／13（土）10：00～16：00
会場：タカラスタンダード相模原ショールーム
相模原市中央区中央６丁目１番１８号

大宮支店 ◆3／19（金）10：00～16：00
会場：TOTO大宮ショールーム
さいたま市北区宮原町4-24-7

川越支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：クリナップ川越ショールーム
川越市新宿町３丁目４-９

所沢支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：リンナイ埼玉西営業所
狭山市東三ツ木348-23

和光支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：クリナップ練馬ショールーム
練馬区高松4-4-16

川口支店 ◆3／19（金）10：00～16：00
会場：クリナップ越谷ショールーム
越谷市東越谷７丁目１

群馬支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：クリナップ高崎ショールーム
高崎市問屋町３丁目１０－６

太田営業所◆3／11（木）10：00～16：00
会場：クリナップ太田ショールーム
太田市小舞木町264

熊谷支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：クリナップ熊谷ショールーム
熊谷市中央１丁目２７６ 

大原支店 ◆3／6（土）10：00～16：00
会場：TOKAI大原支店構内
いすみ市山田1185

市原支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOKAI市原支店構内
市原市五井南海岸４４－１

木更津支店◆3／13（土）10：00～16：00
会場：クリナップ木更津ショールーム
木更津市ほたる野１丁目２１－１

勝山営業所◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOKAI勝山営業所構内
安房郡鋸南町下佐久間906-1

東金営業所◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOKAI東金営業所構内
東金市東岩崎２１－７

千葉支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOKAI千葉支店構内
四街道市大日530-11

松戸支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOKAI松戸支店構内
松戸市根木内77

旭支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOKAI旭支店構内
旭市三川1977-1

宇都宮支店◆3／6（土）10：00～16：00
会場：クリナップ宇都宮ショールーム
宇都宮市平松本町754

那須支店 ◆3／6（土）10：00～16：00
会場：クリナップ宇都宮ショールーム
宇都宮市平松本町754

福島支店 ◆3／13（土）10：00～16：00
会場：TOTO福島ショールーム
福島市八木田中島１３４－１

小山支店 ◆3／6（土）10：00～16：00
会場：クリナップ小山ショールーム
小山市東城南1-35-7

郡山支店 ◆3／5（金）10：00～16：00
会場：TOTO郡山ショールーム
郡山市名郷田2-18

仙台支店 ◆3／18（木）10：00～16：00
会場：リンナイ仙台ショールーム
仙台市若林区伊在3丁目1-2

いわき営業所◆3／13（土）10：00～16：00
会場：いわき営業所構内
いわき市勿来大高土取57-1

つくば支店◆3／12（金）10：00～16：00
会場：つくば支店構内
つくば市みどりの2-38-8

茨城支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：クリナップ水戸ショールーム
水戸市元吉田町1166-6

日立支店 ◆3／12（金）10：00～16：00
会場：TOKAI日立支店構内
那珂市向山字笠松1263-1

鹿島営業所◆3／13（土）10：00～16：00
会場：鹿島営業所構内
神栖市奥野谷5735-1

ウィンターサンクスフェアに続いて開催！ウィンターサンクスフェアに続いて開催！


