
お見積リプレゼント 応募要領

リクシルをにのショールームフェア2021 LIXIL
フェア開催期間 2021年 10月 1日 (金)-12月 28日 (火)

2021年 10月 1日 (金 )′
-2022年 1月 31日 (月 )23:59締切

フェア開催期間中に、リクシルショールームまたはリクシルオンラインショールームでフェア対象商品をお見積り
いただき、お見積リプレゼンHこ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。

リクシルショ…ルームご来館またはオンラインショールームをご利用の上、フェア対象商品をお見積りいただいた方

リクシルショールームまたはオンラインショールームでお見積り後にお渡しする「お見積リプレゼント応募カード」
に記載のURLoQRコードから、専用サイHこ アクセスいただき、必要事項およびアンケーHこ ご回答の上、ご応募
ください。お見積りに記載されている案件No。 が応募時に必要となりますので、お見積り書をお手元にご用意の

上、ご応募ください。ご入力の上、応募が完了した場合に対象となります。
※ご応募の際のお客さま情辛mよ、りタシルショールームヘど提供しヽただきましたものと同じ内容でお願いします(氏名・住所・メールアドレス等)

※1物件 1回のご応募となります。複数のご応募は無効となりますので、ご注意ください。

厳選なる抽選の上、当選者を決定いたします。賞品の発送をもって発表とさせていただきます。
※Amazonギフト券lよ Eメ ールにて送らせてしヽただきます。 ※発送|よ 2022年 2月中旬から下旬を予定しています。

1本キャンペーン|よ株式会社LXLに よる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせ|よ Amazonで Iよ お受けしておりません。
株式会社日XILの窓□《lxcpl@“ 厠Lcom》までお願いいたします。

2 Amazon、 Amazon cojpおよびそれらの回ゴはAmazon、 com,Incまたはその関連会社の商標です。

び誤～

の ショークレームフェア
2021

■注意事項 ●ご応募|よ 、1物件1回となります。複数のご応募は無効となります。●賞品の交換・換金・ご当選権利の譲渡等|よできません。●賞品|よ写真と異なる場合や、

デザイン変更、製造中止等に伴い代替品になる場合がございます。●ご応募しヽただいた後の、応募内容の変更はできません。●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。●応募の受付・受理の確認に対してはお答えできませんのであらかじめご了承ください。●次の場合はご応募が無効になりますので、ご注意ください。(応

募の記載に虚偽または不備がある場合。お客さまの住所が不明・長期不在等で当選通知をお届けできない場合。ご応募しヽただしヽたお客さまのPC、 スマートフォン等のメー

ル設定でAmazonからのAmazonギフトメールが受理できない場合。《gc‐ Orders@gc emaiLamazon co」 p》その他、応募に関して不正な行為があつた場合。)

■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とIXにが、賞品の発送等プライバ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
ングロ的のために個人を特定しない続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|よ一切行いません。

この機会にお気軽にご利用ください

フェア開催期間2021年 10月 1日 (金)-12月 28日 (火 )

フェア応募期間 2021年 10月 1日 (金)～2022年 1月 31日 (月 )

またIよ

期間中、フェア対象商品をリクシルショールームまたはリクシルオンラインショールームにてお見積りいただいた

お客さまに、抽選で素敵なプレゼントを差し上げます。是非この機会にリクシル商品をご検討ください。

■注意事項

フェア対象商品
をお見積り
フェア開催期間中、リクシル
ショールームまたはリクシル

オンラインショールームで対
象商品をお見積りください。

2021,10/1(金 )～ 12/28(火 )

「お見積リプレゼント
応募カード」を受け取り

お見積り後、ショールームまたはオンラ

インショールームで専用サイトが記載
された「お見積リプレゼント応募カード」
を配布させていただきます。お見積り書

とあわせて応募が可能となります。

専用サイトから
アンケート回答&応募
カード記載の専用サイトから必要事項とアンケー

トを入力の上、ご応募ください。1物件に対して、
1回の応募となります。複数のご応募は無効とな
ります。(期 間終了後のご応募はできませんので、
ご注意ください。)2022.1/31(月 )23:59締切

LIXIL
オンラインシヨールーム

おうちで選べ る、1目 談できる。

株式会社 LIXIL

LI測 Lオンラインショールーム

おうちにいながら、
コープィネーターと相談可能!

おうちでナイトオンラインショ司レーム
(17時 /18時/19時～)も好評実施中

碗
鞘

https:〃www口 lixil.co日

'p/

LI測 Lショールーム

営業時間:午前10時～年後5時

休館日:毎週水曜日(祝 日の場合は営業)。 夏期。年末年始
※ショールームにより、火曜日または本曜日も休館となっております。

こ」来館    詳しくはホームページを
ご確認ください。

お問い合わせは

鞘

会社や商品についての情報のご確認は、LIXにオフィンヤルサイトまで

応 募 期 間

特 典 内 容

応 募 条 件

応 募 方 法

当 選 発 表

応
募
ま
で
の
流
れ

【一一一〓□
コ 垂

リクシ′じショーデレームのご来館 リクシルオンラインショールームのご利用
―

長期保証サービス特別価格 応募について  ※詳しくは専用チラシをご覧ください。

フェア対象商品の △
30名 様に素 敵 な プ レゼ ント!お見積りで 罫

言
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1,000円分プレゼント!

※本キャンペーンについて 1よ裏面の注意事項もご確認くださしヽ。

外れた方の中から抽選で300名様に

amazon翠フ静券
捗

合計

し330名様I

抽選で
当たる!

さらに

歩|フリレ
チャンス!

リクシ,レオンラインショー,レーム( リクシルショールーム (

https:〃www.簡xilBco.JP/ShOWroom/fair/
フェアについて

詳しくはこちら

※ショールームの所在地、カタログの関覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、

上記オフィンャルサイトからご確認ください。

株式会社 LIXIL



のショールームフェア2021
フェア開催期間 2021年 10月 1日 (金)′

Ψ 12月 28日 (火 )

フェア応募期間 2021年 10月 1日 (金)～2022年 1月 31日 (月 )

期間中、フェア対象商品をリグシルショールームまたはリグシルオンラインショールームにてお見積りいただいた

方に「お見積リプレゼント応募カード」をお渡しいたします。カードに記載の応募専用サイトより必要事項・アン

ケーHこご回答の上ご応募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。是非この機会にリク

シル商品をご検討ください。

お申し込み条件

対象商品

キッチン
リシェル

静ぞ 勝

サティス・フロートトイレ
玄関 麟ア

リシェント・ジエスタ
エルムーブ

(リ ニアスライドシステム)

エク只テ膠ア
暖蘭物語。ジーマ・ココマ

ガーデンルームGF

泰まわ期
インプラスfor Renovajon

※3か所以上の見積りが必須

鯵紗該ジ鰺シ霞姿ジ鰺――ムのご窯罐または

鯵沙シ腱悲ン拶ぞン影∃一ジ紗―ムの

ご期鰯の上、以下の婚象歯晃をお見機鰺

陶製議錢リプ拶ゼン捧艤 力姿脳Jを
リクシルショー)レームまたは

リクシルオンラインショールームで入手

洗蔭伯継台
′レミシス
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無 *斗メ ー カ ー 保 証 を 3年 間 に 無 料 で 延 長 tヽ たします。

リクシルオーナーズクラブは、ご購入いただいたリクシル製品を、長く快適に、安全に

お使いいただくための情報やサービスを提供いたします。(登録料・年会費無料)

フェア
開催中は
さらにお得 !

対象商品をお見積りのお客さまに

抽選で合計30名様に人気アイテムをプレゼント!

汚染物質を

自動で検知し、お矢□らせ。

部屋の空気の状態を

正確にモニダーし、

LCDディスプレイに

リアルタイムで

表示します。
水で焼くから、

おいしさも、健康も。

レンピいらず、はかりしヽらずの

キッチンを楽しくする

オーブンレン究 本格ワイド

庫内18Lの コンパ

`フ

トな

サイズで、余熱時の無駄を

省き必要最小限の電力で

ノヾワフルにオーブン

調理が可能です。

部絶萬HfFttd
HP07SB

グリル調理「おくだけグリ,レl バルミューダ オーブンレンジ
BAWⅥUDA The Rangeや、時短でサッと作れる

「らくチン1品」でお料理の

幅が広がります。

AeroForce

rフ リーニングシステム搭載。

水洗い可能なダスト容器など、

シャープ
ステームオーブンレンジ
HEALSIO AX‐ UA20‐ B

お手入れも手軽な

ハイエンドモデル。

Ottice
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最も軽くてコンパクトな

Surface 21n‐ 1ノートPC。

タブレットからノートPC
に切り替えることができ、

バッテリー稼働時間は

最大10時間。
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アイロボットiRobot
ロボット掃除機
ルン′ヾ e5ブラック

自動でかきまぜてくれる

からこそほつたらかせる !

無水・自動・予約調理が

可能な水なし自動調理鍋。

(使 いやすい2～ 4人用、

1.6Lダ イプ)
シャ…プ 水なし自動調理鍋
HEALSiO(ヘ ルシオ)

ホットクック KN‐HW16GW
マイクロソフトSurface Go2 S「 い00012+
ダイプカ′ヾ― KCS‐00123

豊富な品揃えと、確かな品質と

価値は感謝の気持ちをしつかり

お届けできるよう心をこめて

セレ互フトした充実のラインナップ。

暮らしに素敵をプラスしてくイlる

一品をお届けします。

※当選さイ1たお客さまにはリンベル
「力タログギフトプレゼンテージ
エ

`ア

セレントカンタータ」をお送り
します。

リンベザレカタログギフト ※在庫状況により納期のかかるものt)ございます。
※商品改定により写真と異なる型番になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

外れた方の

中から抽選で amaZonギ 琴擦斡
300名様に  拳

さらに

歩芦フリレ
チャンス!

リクンルオーナーズク 気

リクシルオ‐ナ…ズタラブ
ご登録特典 0 …

2021年10月 1日 (金)～2022年 6月 30日 (木 )

開催期間中に対象商品をお見積り。ご成約のうえ、お申込いただくと、

5年および10年の長期保証サービスを指;月 ul面格 でお届けします。

10年プランをWEBでお申込
みいただくと、商品1点ごとに

特別価格より500円引き!

WebttE1500円※詳しくは専用チランをご覧ください。

断驚L長期保証サービス
安心 安全を、

※本キャンペーンについて|よ裏面の注意事項もご確認くださしヽ。


