
給湯機でお湯を作るときに出る排熱を
再利用する暖房で、

CO2 が減らせて暖房費も節約できます。

お風呂もお部屋も
あったか暖房

このチラシの表示価格は、全て税込み表示となっております。

下越の冬はガスがいい

　　おまけに　極めつけ

お手入れ簡単！

他にも多数展示しています！

温水ルームヒーターをご採用のお客様には、お得なガス料金プランを設定しています。

お得なガス料金プランを設定しています。

リンナイ
RVD-E2401SAW2-1
定価 454,680 円

温  水ルームヒーター

マルチリモコンタイプ

温水暖房機能付
給湯風呂釜

〈ガス展限定10セット〉
分割ローン・リースも取り扱いしています

どちらか選んで！

特価328,000円

リンナイ
RHF-559FT
トッププラグ込み
定価 195,696 円

リンナイ
RC-M4002E
定価 53,676 円

空気を汚さず、クリーン暖房。
温風で、お部屋を快適に暖めます。

リンナイ
SRC-362E（A）
オープン価格

リンナイ
RC-M5802E
定価 89,964 円

カラーが選べる
シンプルファンヒーター

広いリビングにも使える
大能力タイプ

シンプル機能の
ガスファンヒーター。

リンナイ
R-652PMSⅢ
定価 30,456 円

 

おすすめ エコジョーズセット

エネファームは、都市ガスから
取り出した水素と空気中の酸
素を、化学反応させて「電気」
をつくります。
さらに、そのとき発生する熱
で「お湯」をつくります。

レンジフード

エコジョーズでエコでスマートな暮らし

エコウィルは、都市ガスで
ガスエンジンを回転させ
「電気」をつくります。
さらに、そのとき発生する
熱で「お湯」をつくります。
停電の時も使えます。

66,800

リンナイ　
ＲＲ－１００ＭＳＴ（ＳＬ）　
定価 103,680円

タイマー・保温機能付き

電気炊飯器5,400円で下取りします

プロが使っている
　　  ガス炊飯器の

  美味しさを、ご家庭で！！

1升
炊き

17,500

パロマ
PR-200EF
定価 21,384 円

タイマー・保温機能はありません
ステンレスタイプ

特価59,800円

特価20,400円

特価38,800円

特価23,800円特価23,800円

特価149,800円
〈標準取付工事別途〉

炊飯機能付きコンロには炊飯鍋をプレゼント

炊飯機能付きコンロには炊飯鍋をプレゼント

× ×

本炊き白米モード搭載

特価128,000円
〈標準取付工事別途〉

パロマ PD-800WV-75GJ
定価 226,800 円

特価124,700円
〈標準取付工事別途〉

ノーリツN3WM4PWASKSTE
定価 232,200 円

特価128,000円
〈標準取付工事別途〉

リンナイ RHS71W17G25R-STW
定価 232,200 円

ダブル高火力 オートグリルダブル高火力 オートグリルダブル高火力 オートグリル

人にも環境にもやさしい人にも環境にもやさしい

特価50,000円特価53,300円 特価46,200円
リンナイ RTS61AWK15R-WP
定価 96,984 円

パロマ PA-61WCK
定価 91,584 円

ノーリツNLW2266TQ2SI
定価 84,024 円

オートグリル 水無し両面焼き 鍋無し検知

※機種によって、下取りが出来ないものも有ります。

他にも、スマートフォン連動機能など、従来のガスコンロ
のイメージを刷新するデザインと機能が特長です。パワフル温風でしっかり除菌。

赤ちゃんの衣類乾燥にも最適！

繊維の根本からふんわりと。
やみつきになる心地よさを実現！

ガスのパワフルな温風で、5kg の洗濯物を
わずか約 52分で乾燥。電気式の約1/3です。

床暖房は、家中の
室温差がなくなり

快適な、みんなに優しい
理想の暖房です。

家事の時短化

リフォーム床暖房の決定版
　　　「床ほっと66」登場！！

今ある床の上に施工する場合

ガスファンヒーター ガスFF暖房機

ガス赤外線ストーブ

今ある床をはがして施工する場合

さらに！
太陽光発電と
組み合わせれば

パワフル&スピーディ

手軽に本物の木の質感を実現。

今の床の高さを変えずに床暖床が実現。

天日干し 全自動洗濯乾燥機 乾太くん

うれしい
その1

清潔乾燥うれしい
その2

快適な仕上がりうれしい
その3

専用スタンドセット特価125,000円

リンナイ
ガス衣類乾燥機
「乾太くん」
RDT-52S
定価149,040円
専用スタンド(高)
定価19,224円

〈排温筒及び取付工事別途〉

専用スタンドセット特価125,000円

フードとコンロの同時
購入でセット価格より更に

 10,000円OFF

リンナイ レンジフード
EWR-3R-AP751SV
定価 154,440 円

〈標準取付工事別途〉
特価108,000円

汚れがひどくなる前に
カンタン、サッとひと拭き。

◆奥まで手が届く低位置設計
小柄な方でも奥まで手が届きやすい低位
置設計。気になるたびにサッと汚れを拭き
取ることができ、いつも清潔に保つことが
できます。

◆ムリなくお掃除すっきりデザイン
整流板がなく、　掃除面積が少なく手前に
傾斜した、お手入れしやすいデザインです。

◆拭きやすいクリーンパネル
凹凸がなく、コーナーも丸く。汚れの溜まり
やすい溝を極力なくしたため、汚れをスッ
キリ拭き取りやすくなりました。 ガス展限定

！

ガスコンロの新しい使い方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魚を焼くだけじゃもったいない！

唐揚げやとんかつはノンフライ調理。魚は直火で自動焼き、パンの調理も楽しめる！
ローストビーフ・エビチリ・ハンバーグ。ピザもおまかせ！楽しく美味しく大活躍！

キッチンはもっとスマートに

指先ひとつで簡単操作
　　点火スイッチが着脱可能

焼き網のない
　　マルチグリル

！
！

おいしく
  な～れ。

他にも、より清掃性の高い
　最新レンジフードを
　　多数展示しています！

簡単にお取り替え出来ます！レンジフード

リンナイ
R-813PMSⅢ
定価 36,072 円

特価27,800円
電気がいらない
　　「節電」タイプ

電気がいらない
　　 横型タイプ

電気・石油ストーブ 5,400円で下取りします

グリルなべを使って、
おいしく・きれいに・簡単に

リンナイ RBH-W414KP
定価 99,792 円

リンナイ RFM-Y53EA
定価 104,544 円
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おすすめ エコジョーズセット

pm 1：00
　　　am12：00

（正午）
中条会場

25 25
26

料理実演 料理実演

pm 2：00
　　　

pm 2：00
　　　

村上会場

26
長谷製陶（

三重県伊賀
市）

「伊賀焼グ
リルなべ簡

単料理」

　　　

            長谷
製陶（三重県伊

賀市）

  「伊賀焼グリ
ルなべ簡単料

理」

　　　

佐藤詩織さん
(リンナイ)

 「グリルダッチ
オーブンで

              らく
らく料理」

am11：30 

会場でエネファームのランニングコスト
シュミレーションをご覧いただけます。


