
LIXIL秋のショールームフェア2017

LIXILホームページ

お問い合わせは・・・

http://www.lixil.co.jp/showroom/

営業時間：午前10時～午後5時
休 館 日：毎週水曜日（祝日の場合は営業）・
　　　　　夏期・年末年始

特典 1　応募要項

特典 2　申込要項

2017年10月1日（日）～12月29日（金）開 催 期 間

2017年10月1日（日）～2018年1月31日（水） (当日消印有効) 応 募 期 間

ショールームでお見積り時にお渡しする専用応募ハガキでご応募ください。

LIXILショールームで
お見積り

応 募 方 法

2018年2月28日（水）までに、お客さま宅に対象商品の設置が完了応 募 条 件

2018年2月28日（水）までに、お客さま宅に対象商品の設置が完了申 込 条 件

申 込 方 法

開催期間中に、LIXILショールームで対象商品をお見積り・ご成約のうえ、ご応募いただいた
お客さまに、抽選で素敵なプレゼントが当たります。

特 典 内 容

2017年10月1日（日）～12月29日（金）開 催 期 間

2017年10月1日（日）～2018年2月28日（水） (当日消印有効) 申 込 期 間

特 典 内 容

お見積りいただいた商品で
ご成約後、応募ハガキの工事業者さま
押印欄に押印を受けてください。

工事業者さまの押印後、必要事項をご記入
いただき、応募ハガキを投函してください。
（押印のないものおよび、ご成約商品に
チェックがないものは無効となります。）

一部のショールームは毎週水・木曜日が
休館日となっております。
くわしくはLIXILホームページをご確認ください。

賞品の発送をもって発表とさせていただきます。 ※発送は3月中旬を予定しています。当 選 発 表

ご 注 意

STEP

1 応募ハガキに
押印

STEP

2 応募ハガキを
ポストに投函

STEP

3
フェア開催期間中、LIXILショールームで
対象商品をお見積りいただくと、
専用応募ハガキをお渡しします。

※ご記入いただいた個人情報は本キャンペーンの主催者である株式会社LIXILが、賞品の発送等プライバシーポリシーに定める目的にて利用させていただきます。
　またマーケティング目的のために個人を特定しない統計情報として利用させていただきますが、お客さまの同意なしに業務委託先以外の第三者への提供は一切行いません。

LIXILショールームで
お見積り

専用申込書の
請求

フェア開催期間中、LIXILショールームで対象商品を
お見積りいただくと、「特典利用券」をお渡しします。

お渡しした特典利用券に記載されているフリーダイヤル
に電話をかけ「専用申込書」をご請求ください。

専用申込書に必要事項を記入し、「特典利用
券」を同封のうえ、ポストに投函してください。

STEP

1
STEP

2
STEP

3特典利用券 専用申込書を
ポストに投函

お近くのLIXILショールームで
お待ちしております。

専用
応募ハガキ

株式会社
○○○○

●賞品の交換・換金・ご当選権利の譲渡等はできません。●ご応募いただいた専用応募ハガキの返却はできません。●ご応募いただいた
   後の、応募内容の変更はできません。●専用応募ハガキ郵送中の紛失等の事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
●事情により予告なくキャンペーンを終了する場合があります。
●次の場合はご応募が無効になる場合がございますので、ご注意ください。
　・専用応募ハガキの記載に虚偽または不備がある場合。・対象商品のご成約が確認できない場合。・お客様の住所が不明・長期不在等で
賞品をお届けできない場合。・その他、応募に関して不正な行為があった場合。

対

象商
品ご成約

で

2つの
特典

2017.10.1（日）～12.29（金）

フェア対象商品

ヴィータス

ショールームフェア
2017

LIXIL秋の

専用
申込書
専用
申込書

特典１：抽選で素敵なプレゼント  特典２：特別価格で長期保証をご提供

期間中、LIXILショールームにご来館いただき、対象商品をお見積り・
ご成約、2018年2月28日（水）までに商品を設置いただいたお客さまへ
特典をご用意しております。

リシェルPLAT/ アレスタ

開催期間中に対象商品をお見積り・ご成約、お申込いただいたお客さまに、
5年及び10年の長期保証サービスを特別価格でお届けします。

10月1日（日）～12月29日（金）

10月1日（日）～12月29日（金） 2018年2月28日（水）までの消印有効2018年2月28日（水）までの投函に間に合うように

（特典 1）

■パンフレット表面　サイズ：A4（H297×W420mm）

2018年1月31日（水）までの投函に間に合うように 2018年1月31日（水）までの消印有効



■パンフレット裏面　サイズ：A3（H297×W420mm）

特典
1

フェア開催期間

期間中、フェア対象商品をLIXILショールームで
お見積り、ご成約いただいたお客さまに抽選で
素敵なプレゼントを差し上げます。

全国146施設の極上の宿からお選びいただけます。 ご家庭で高級グルメをご堪能ください。 人気の家電で日常を楽しく豊かに。
ご利用いただける施設の一例

※当選されたお客さまにはリンベル「選べる体験ギフト おもてなしの宿」を
  お送りいたします。
※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となります。
※ご利用プランが施設により異なります。

ご成約で合計60名様にプレゼント
応募期間 2017.10.1（日）～2018.1.31（水）（当日消印有効） 特典

2

特別価格でお届け

申込み期間

2017.10.1（日）～2018.2.28（水）
（当日消印有効）

2017.10.1（日）～12.29（金）
LIXILショールームで

お渡しする応募ハガキにて
ご応募ください。

おもてなしの宿 グルメ 人気 家電20名様 20名様 20名様

対 象

キッチン
5年プラン   通常9,000円を
特別
価格 0円

10年プラン 通常22,000円を
特別
価格 13,000円

浴室
5年プラン   通常7,000円を
特別
価格 0円

10年プラン 通常22,000円を
特別
価格 15,000円

洗面化粧台
5年プラン   通常4,000円を
特別
価格 0円

10年プラン 通常14,000円を
特別
価格 10,000円

トイレ
5年プラン 　 通常0円

0円

対象商品

暖蘭物語 /ココマ /
ジーマ /フィリア

エクステリア

ヴィンティア /ヴィータス

インテリア

インプラス /
インプラスウッド

サッシ

ジエスタ2 / リシェント
( 勝手口・引戸含む )

玄関ドア

スパージュ /アライズ

浴 室

リシェルSI /
リシェルPLAT/ アレスタ

キッチン

ルミシス /ミズリア /
エルシィ

洗面化粧台

サティス /プレアス /
リフォレ

トイレ

対象商品

浴 室 スパージュ/アライズ

キッチ ン リシェルSI / リシェルPLAT/ アレスタ

洗面化粧台 ルミシス

ト イ レ サティス

　※予告なく賞品の内容が変更となる場合がございます。　※賞品の発送開始時期は3月中旬を予定しております。　※画像は全てイメージです。

LIXIL秋のショールームフェア2017

　※ご応募・お申込みの詳細は裏面をご覧ください。

〈沖縄 那覇〉
ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄

〈北海道 札幌〉
JR タワーホテル日航札幌

〈京都 東山〉
ウェスティン都ホテル京都

〈東京 竹芝〉
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

10年プラン 通常18,000円を
特別
価格 15,000円

水揚げされた毛がにをすぐに浜ゆでし急速冷凍
しました。捕れたて鮮度そのままでお届け
します。
【内容量】 約500ｇ×8

北海道 ボイル毛がに姿

兵庫県内で生産される優れた但馬牛から、県内の熟練
した農家が高度な飼育技術を駆使して作りだした
牛肉です。
【内容量】 サーロインステーキ約720ｇ（約180ｇ×4枚）

神戸ビーフ　サーロインステーキ

ブランド牛のすきやきの食べ比べセット。人気銘柄牛、
三重県の松阪牛・兵庫県の神戸ビーフ・滋賀県の
近江牛です。
【内容量】 松阪牛 すき焼き（モモ・バラ）約600g、
神戸ビーフ すき焼き（モモ・バラ）約600g、近江牛 
すき焼き（モモ・バラ）約600g

三大銘柄牛　
すき焼き食べ比べセット

愛知県産の「活うなぎ」を１尾ずつ手にとって、上質
の鰻だけを丁寧に焼き上げました。香りとコクの
ある「一愼特製」の蒲焼のたれは鰻本来の旨味を
引き立たせます。
【内容量】 [串蒲焼約100ｇ×10串、山椒×10袋、
特製蒲焼のたれ約50ml×3本]×2セット

うなぎ割烹
「一愼」特製蒲焼

ノンフライ、油を使わない炒め物｢ヘルシーニュー｣、
100℃以上に高めた過熱水蒸気やレンジ・オーブン・
グリルの加熱方法を組みあわせて、ヘルシーなメニューが
作れます。

背面両サイドからワイドに吸い込む、ワイドスピード集じんで
8畳なら11分で空気をきれいに。HEPA集じん・脱臭一体型
フィルターで花粉はもちろん、PM2.5や浮遊ウィルス・浮遊細
菌、ニオイもしっかり捕集。ガラスパネル採用のスリムデザイン。 

日立 加湿空気清浄機　
EP-HG50 W　

日立 スチームオーブンレンジ
過熱水蒸気オーブンレンジ　
ヘルシーシェフ22L MRO-TS7-R

映像に自然な精細感をもたらす高画質技術を搭載。
さらに、外付けハードディスク（別売）を接続するだけで
便利に録画・再生。

ソニー 地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ
KJ-24W450E（24V型）

開催期間中に対象商品をお見積り・ご成約、お申込
いただくと、5年及び10年の長期保証サービスを
特別価格でお届けします。ダイソン コードレスクリーナー 軽量モデル。

さまざまな床面から確実にゴミを吸い取ります。

ダイソン  v6 slim SV07ENT2




