平成３０年 秋のガス展 開催予定 （埼玉県内 都市ガス会社）

№

１頁

1.入間ガス

2.角栄ガス

２頁

９.大東ガス

10.秩父ガス

３頁

15.武州ガス

事業者名

1 入間ガス㈱

2 角栄ガス㈱

開催期間

3.埼玉ガス

11.東京ガス埼玉支社

４頁

16.本庄ガス

開催場所

11月10日（土）、11日（日）

入間ガス本社
（入間市扇台１－５－２５）

10月5日（金）・6日（土）

西坂戸会場）西坂戸商店街広場（坂
戸市西坂戸3-8-9）

10月12日（金）～14日（日）

4.坂戸ガス

霞ヶ関会場）角栄ガス埼玉サービスセ
ンター（川越市伊勢原町2-14-4）

17.武蔵野ガス

3 埼玉ガス㈱

深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷
センターコート

秋の角栄まつり

電気と都市ガス 秋のガス
展

１０月６日（土）・７日（日） 坂戸市文化会館
4 坂戸ガス㈱

１０月２０日（土）・２１日（日）

サンメリー坂戸にっさい店
本社ショールーム

18.鷲宮ガス

ガスも電気もリフォームも！
快適生活をお手伝い！

幸手団地商店街広場
（幸手市栄3-2前）

10月27日（土）・28日（日） 松栄ガス本社構内
11月10日（土）・11日（日） マミーマート松風台店様屋上駐車場

11月3日(土・祝)・4日(日)
7 新日本ガス㈱
11月17日(土)・18日(日)

10/20日(土)・21日(日)

久喜会場：天然温泉 森のせせらぎな
ごみ駐車場」久喜市江面1574-1

21.フジオックス

お得情報など

お問合せ先
営業開発Ｔ・中野
04-2964-1571

各種模擬店（焼きそば・焼いも・さんま他多数）
お子様向けゲームコーナー・餅つき・ビンゴ大会
電力シュミレーションコーナー
ガス機器・住設機器展示 等

・ご来場記念品プレゼント
・見積受付抽選

供給保安推進部
供給推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
大澤
049-232-2366

深谷市ゆるきゃら ふっかちゃん登場/抽選会/トレビの泉
（コインゲーム）

衣類乾燥機工事費ｾｯﾄ特価販売・炊飯器特
お客様サービス部
価販売・水廻りリフォーム相談会・その他ガ
川尻 048-571ス機器特別割引販売・電気スイッチング
1335
シュミレーション

ミニオンズ上映（土曜）/アンパンマンショー（日曜）/ダン
ボール迷路/メーター復帰体験/各種模擬店/電力シュミ
レーション/ガス機器・住設機器展示 等
電力シュミレーション/ガス機器等展示

お楽しみ抽選会（特等 有名テーマパーク 営業サービス部
ペアチケット等）/機器購入者特典「抽選で 糀
商品券プレゼント」/クローバークラブ来場プ 049-284-9000
レゼント

・ショールーム来場記念品プレゼント（カレールー1箱） ・手
打ちそば教室・そば100食無料（試食）・抽選会・エアーポリ ・空くじなしの抽選会
・80万円以上お買上げ頂いたお客さまに1
ショールームオープン記念 ン等
万円の商品券進呈
秋の大感謝祭
・3万円以上お買上げ頂いたお客さまが利
抽選会
用できる千円のクーポン券を配布

営業部 鴨井
0480-42-4311

"ガス"も"電気"も"リフォー ◆電気シミュレーション
ム"も＝松栄ガスのガスフェ ◆マジックショ－
スタで
◆模擬店(焼き鳥・焼きそば)

お客さまサービス
Ｇ
川田 憲賢
0493-23-7151

輪 家族がつながる

北本会場：北本解脱会大駐車場
北本市緑1-135

西武ガス本社

20.堀川産業

・スクラッチによるジャガイモ詰め放題
・埼玉県産食材を使った料理や入間市の
魅力を発見できます！

電力シュミレーション/ガス機器等展示

10月20日（土）・21日（日）

14.日高都市ガス

開催予定のイベントなど

１１月９日（金）・１０日（土） ワカバウォーク / 本社ショールーム

幸手都市ガス本社
（幸手市大字上吉羽字天神74）

7.新日本ガス ８.西武ガス

19.伊奈都市ガス

電力シュミレーション/ガス機器等展示

5 幸手都市ガス㈱

8 西武ガス㈱

13.東彩ガス

１０月２６日（金）・２７日（土） 鳩山町西友前 / 本社ショールーム

10月6日（土）・7日（日）

6 松栄ガス㈱

6.松栄ガス

入間ガス秋2018
大抽選会/キッチンカー/ワークショップ/ガス＆電気相談
地域にピタッと！いるまつり ブース/ステージ/パンコーナー

東小川会場）角栄ガス東小川サービ
10月19日（金）・20日（土） スステーション（比企郡小川町東小川
5-6-3）
１０月13日（土）・14日
（日）

5.幸手都市ガス

12.東京ガス熊谷支社

キャッチフレーズ

２０１８．９．２８ 現在

あったかがすきになる
(暖かが好きになる
暖かガス気になる)

・キャラクターショー
・地域のお披露目ショー
・地域グルメコーナー
・お子さまコーナー

空くじ無しの来場抽選会

西武ガスでんき シミュレーション
お子様木工教室・模擬店他

温水暖房機能付給湯風呂釜特別価格・換 お客さまサービスG
気扇ビルトインコンロセット特別価格・ファン 峯田
ヒーター大特価
042-973-2768

企画業務課
栗原
0120-70-2411

平成３０年 秋のガス展 開催予定 （埼玉県内 都市ガス会社）

№

１頁

1.入間ガス

2.角栄ガス

２頁

９.大東ガス

10.秩父ガス

３頁

15.武州ガス

事業者名

開催期間

3.埼玉ガス

4.坂戸ガス

11.東京ガス埼玉支社

４頁

16.本庄ガス

開催場所

２０１８．９．２８ 現在

5.幸手都市ガス

12.東京ガス熊谷支社

17.武蔵野ガス

6.松栄ガス
13.東彩ガス

18.鷲宮ガス

キャッチフレーズ

7.新日本ガス ８.西武ガス
14.日高都市ガス

19.伊奈都市ガス

開催予定のイベントなど

20.堀川産業

21.フジオックス

お得情報など

お問合せ先

10/12（金）～14（日）３日間 大東ガスプチフラム朝霞（ｼｮｰﾙｰﾑ）

10/13（土）・14（日）２日間 狭山ヶ丘営業所

・来場抽選会
10/18（木）～20（土）３日間 大東ガスプチフラム志木（ｼｮｰﾙｰﾑ）

・成約抽選会
10/19（金）～21（日）３日間 大東ガスプチフラム富士見（ｼｮｰﾙｰﾑ）

10/21（日）１日間

マルイファミリー志木

9 大東ガス㈱
11/2（金）～4（日）３日間 朝霞市産業文化センター

大東ガス２０１８ 秋
ガスとでんきのくらし展

・キャラクターショー等の開催
お客様営業部
（志木市民会館パルシティ・三芳町文化会館コピスみよしの
新ガス料金メニュー「割引プラス」のＰＲを各 お客様営業企画課
み）
会場で実施
村野 敦己
0120-121-362
・大東ガスバーガーの調理体験（ショールームのみ）

11/10（土）・11（日）２日間 ららぽーと富士見店

・野菜販売
11/16（金）～18（日）３日間 大東ガスプチフラム川口・鳩ヶ谷（ｼｮｰﾙｰﾑ）

・はたらく車体験会
11/17（土）・18（日）２日間 志木市民会館パルシティ

12/1（土）・2（日）２日間
10 秩父ガス㈱

三芳町文化会館コピスみよし

秩父市番場町１-１ 秩父神社 参集
10月13日(土）～14日(日） 殿
２F榊の間

過去からの大切な贈り物
炎 未来の子どもたちへ

統一日程
東京ガス㈱埼玉 11月3日（祝）～4日（日） 東京ガスライフバルの各店舗と特設
11
支社
期間延長は各ライフバル 会場
が独自設定
①外部会場を予定（未定）
①10月13日(土)～14日
東京ガス㈱熊谷
②東京ガス熊谷支社、エネスタ行田、
12
(日)
支社
エネスタ鴻巣西、エネフィットトキワ、エ
②11月2日(金)～4日(日)
ネスタ籠原
11月3日（土）・4日（日）
13 東彩ガス㈱

岩槻供給所（さいたま市岩槻区増長
380）

輪・家族がつながる
ガス展2018

秋のお客様大感謝祭
１０月２０・２１日
（武蔵台地区）

武蔵台ショッピングセンター内、
武蔵台店

各ライフバルが独自に設定

埼玉支社 大坂
格
048-838-0111

来場特典、来場抽選会

リビング営業部
神戸
048-522-1025

空くじなしの大抽選会 特賞５万円分旅行券
初日のみ先着200名様 お花プレゼント
ピエロ、ふわふわ
地域グルメ出店、地域の方のお披露目ショー

各種目玉商品
ビルトンコンロ・レンジﾞフードのセット販売
暖房付給湯器・浴室乾燥暖房機のセット販 企画課 飯田
売
048-962-1148
外壁・屋根・玄関・リフォーム商品展示
電気の提案販売

フランクフルト・焼鳥（先着２００名限定）、クレーンゲーム
（両日）・子供絵画展（両日）
商品購入者に対して空くじ無しのガラポン
パン販売・花販売（両日）・カップケーキ販売（５０個/日）・ 大抽選会・来場者には景品進呈
ジュース販売（両日）・大人も楽しめるゲームコーナー等々

こまがわ事業所、ショールーム、構内

14 日高都市ガス㈱

営業部 高橋 章
人
0494-22-2134

「へえ！
ガス機器・住宅設備機器展示、創エネ説明会、ずっとも電
そうだったんだ東京ガス」 気・ガスＰＲ、抽選会、

11月10日（土）・11日（日） 越谷本社（越谷市越ヶ谷1-14-1）

１０月６・７日
（こま川地区）

ハズレ無し抽選会、調理実演＆試食、電力販売ブース、野
電気販売コーナー設置、
菜販売・ベーグル販売（共に地元商店協力）
シミュレーション実施で粗品をプレゼント
【子供向け】縁日風出店（イベント会社協力）

フランクフルト・焼鳥（先着２００名限定）、クレーンゲーム
（両日）・子供絵画展（両日）
パン販売・花販売（２１日のみ）・カップケーキ販売（５０個/
日）・ジュース販売（両日）・大人も楽しめるゲームコーナー
等々

商品購入者に対して空くじ無しのガラポン
大抽選会・来場者には景品進呈
武蔵台ショッピングセンター様による、「ふ
れあいマルシェ（フリーマーケット）」同時開
催

営業統括部
須永 武彦
042-989-4041

平成３０年 秋のガス展 開催予定 （埼玉県内 都市ガス会社）

№

15

１頁

1.入間ガス

2.角栄ガス

２頁

９.大東ガス

10.秩父ガス

３頁

15.武州ガス

事業者名

武州ガス㈱

3.埼玉ガス

11.東京ガス埼玉支社

４頁

開催期間

4.坂戸ガス

16.本庄ガス

開催場所

２０１８．９．２８ 現在

5.幸手都市ガス

12.東京ガス熊谷支社

17.武蔵野ガス

キャッチフレーズ

6.松栄ガス
13.東彩ガス

18.鷲宮ガス

7.新日本ガス ８.西武ガス
14.日高都市ガス

19.伊奈都市ガス

開催予定のイベントなど

10/6（土）,7（日）

川越市やまぶき会館

抽選会

10/13(土),14(日)

川越南文化会館（ジョイフル）

抽選会

10/13(土),14(日)

狭山台サービス店

抽選会、武州でんきPR、
ポップコーンプレゼント、お花のチャリティー販売

10/20（土）,21（日）

かわつるグリーンタウン松ヶ丘集会所

抽選会、ポップコーンプレゼント

10/20（土）,21（日）

珈琲と食卓 なごみ野

抽選会

10/20（土）,21（日）

上福岡サービス店

抽選会、武州でんきPR、やきいも
ポップコーンプレゼント、お花のチャリティー販売

10/27（土）,10/28（日）

ウェスタ川越

抽選会、スタンプラリー、武州でんき・武州ひかり・マイ武州
ガスPR、保安安全周知、家電販売、ガス衣類乾燥機体験
コーナー・コンロ体験コーナー、キッズコーナー、模擬店（大
判焼き・やきそば・フランクフルト・やきとり・だんご）など

11/3（土）

小手指町会館

抽選会、ポップコーンプレゼント

11/3（土）,4（日）

小江戸蔵里 展示蔵 ギャラリー

11/4（日）

和ヶ原会場（三ヶ島第１３区集会所）

11/10（土）,11（日）

武州ガス 所沢営業所

11/17（土）,18（日）

ふじみ野市立産業文化センター

抽選会、ポップコーンプレゼント、やきいも

11/17（土）,18（日）

マミーマート所沢山口店2F

抽選会

11/24（土）,25（日）

狭山市市民会館 展示室

抽選会

11/24（土）,25（日）

川越サービス店

抽選会、武州でんきPR、
ポップコーンプレゼント、お花のチャリティー販売

11/25（日）

かすみ野自治会館

抽選会、ポップコーンプレゼント

12/1(土)

所沢市民文化センター ミューズ

抽選会

12/1（土）,2（日）

日東会館

抽選会

12/8（土）,9（日）

新所沢サービス店

抽選会、武州でんきPR、
ポップコーンプレゼント、お花のチャリティー販売

抽選会
2018武州ガス
くらし快適応援フェスタ
抽選会、ポップコーンプレゼント
～くらし、あたたか みらいも
あたたか～
抽選会、スタンプラリー、武州でんき・武州ひかり・マイ武州
ガスPR、保安安全周知、家電販売、ガス衣類乾燥機体験
コーナー・コンロ体験コーナー、キッズコーナー、模擬店（大
判焼き・やきそば・フランクフルト・やきとり・だんご）など

20.堀川産業

21.フジオックス

お得情報など

お問合せ先

おトクなリフォームパック
ご成約者さま限定企画、ガス機器割引クー
お客さまサービス
ポン券が当たるチャンス！
部
ガス機器ご購入価格50,000円ごとに１回くじ
サービスグループ
が引けます。
山下
049-247-3852
抽選会は武州ガス・武州でんき・武州ひか
りのご契約数に応じて最大３回まで抽選が
できます。

平成３０年 秋のガス展 開催予定 （埼玉県内 都市ガス会社）

№

１頁

1.入間ガス

2.角栄ガス

２頁

９.大東ガス

10.秩父ガス

３頁

15.武州ガス

事業者名

16 本庄ガス㈱

開催期間
10/20(土)．21(日）

3.埼玉ガス

4.坂戸ガス

11.東京ガス埼玉支社

４頁

16.本庄ガス

開催場所
本庄商工会議所

17 武蔵野ガス㈱

・長瀬銀座通り商店街毛呂山特設会
・11/17（土）・11/18（日） 場
・毛呂山町産業祭り会場

18 鷲宮ガス㈱

10月27日（土）・28日（日） イオン東鷲宮店前久喜市桜田3-2-1

5.幸手都市ガス

12.東京ガス熊谷支社

17.武蔵野ガス

キャッチフレーズ

２０１８．９．２８ 現在
6.松栄ガス
13.東彩ガス

18.鷲宮ガス

7.新日本ガス ８.西武ガス
14.日高都市ガス

19.伊奈都市ガス

開催予定のイベントなど

20.堀川産業

21.フジオックス

お得情報など

お問合せ先

展示会価格より更に大幅割引の現品多
本気見せます！平成最後の 抽選会(空くじ無）、料理実演、キッズコーナー、ポップコーン
営業グループ 斎
数、電気とガス機器ご成約のお客様は機器
ガス展！！
プレゼント
田 0495-24-2341
代金をさらに割引

ガスで暮らしを快適に

・抽選会で（1等：1泊2日温泉ﾊﾞｽﾂｱｰ、2等：
長瀬銀座通り賞(各商店からの商品)ハズレ
お買い上げ抽選会。模擬店（やきそば・たこ焼き等）、無料 なし）
営業部 山畑
（焼き芋・ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ、風船、包丁研ぎ)、電気シミュレーション ・ﾋﾞﾙﾄｲﾝｺﾝﾛと浄水器付水栓又は換気扇の
049-294-0227
実施
ｾｯﾄ販売
・暖房付給湯器・浴室乾燥暖房機のセット
販売

これまでも、、これからも、
イベント来場2日間限定割引、最新機器展示による割引
地域のみなさまとともに 販売

ビルトンコンロ・レンジﾞフードのセット販売
営業サービスグ
暖房付給湯器・浴室乾燥暖房機のセット販 ループ 元木英司
売
0480-58-1301

19 伊奈都市ガス㈱ 10/20（土）・10/21（日）

ウニクス伊奈イベント広場

未定

風船・マジックプレート作成

招待状持参のかたにはご来場記念品をプ
レゼント

スタッフ：松浦
048-728-4161

20 堀川産業㈱

10/13(土）

堀川産業㈱蓮田営業所

おもてなしイベント

最新ガスコンロ点火体験、でんきシュミレーション、豚汁

展示現品販売実施。

直販：小澤
048-925-8991

21 フジオックス㈱

10月20日（土）・21日（日)

フジオックス株式会社 越谷営業所
住所：越谷市蒲生西町２－１２－５

フジオックス市２０１８
ファミリー感謝祭

●大抽選会●お笑い芸人が来る！（両日）
●音楽イベント
●ガス＆電気相談会●縁日・屋台

●ご来場記念品プレゼント
●大抽選会当選本数増量
●１円オークション

エネルギー部
TEL：048-9862911

