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10/31までガス展セール開催！10/31までガス展セール開催！

Siセンサーコンロ
ビルトインタイプ

55%OFF

2限定
特価
Siセンサーコンロ
テーブルタイプ

裏面にも限定特価品があります！▶▶▶裏面にも限定特価品があります！▶▶▶

リンナイ スペリア
RHS31W29U10DVW（60㎝）
○メ 183,000円（税別）

8282,30300円（税別）
（税込 88,884円）

50%OFF

8282,80800円（税別）
（税込 89,424円）

6262,10100円（税別）
（税込 67,068円）

ノーリツ ピアットライト
N3WS1PWAS6STE（60㎝）
○メ 184,000円（税別）

パロマ エスシリーズ
PD-600WS-60CK（60㎝）
○メ 138,000円（税別）

利便性と清掃性の二刀流

リンナイ ラクシエ
RTS65AWK1R-C（L/R）
高さ218×幅596×奥行493
○メ 89,800円（税別）

4444,90900円（税別）
（税込 48,492円）

他と差がつく、こだわりカラー シニア世帯にオススメ！ 充実の安全機能

3434,90900円（税別）
（税込 37,692円）

ノーリツ セイフィー
NLW2277TBEM
高さ180×幅595×奥行439
○メ 69,800円（税別）

多彩な機能を気軽に楽しめる スタイリッシュで高機能 シンプルでリーズナブル

各会場
各日限定

5台

毎日忙しい奥さまに
！

家事の負担を軽減す
る

一歩進んだ、家事楽
アイテム！

家事楽アイテムと
セット購入で

50%OFF

工事費別途

工事費別途

配達・取付費込

NEW NEW NEW

1限定
特価

工事費別途

家事楽セット家事楽セット
おトク！
セ トッ で

レンジフード・ガス衣類乾燥機・食器洗い乾燥機との
セット購入で本チラシ掲載のビルトインコンロが

さらにおトクに！

レンジフード

ガス衣類乾燥機 食器洗い乾燥機

面倒なお掃
除

サヨナラ！
！面倒なお掃
除

サヨナラ！
！

部屋干し
サヨナラ！

！部屋干し
サヨナラ！

！ ツライ水仕
事

サヨナラ！
！ツライ水仕
事

サヨナラ！
！

（税込 89,424円）
※専用ユニット台、排湿筒が別途必要です。

※お取替えの場合、リサイクル料、収集運搬費（税込4,320円）が別途必要です。

［301］リンナイ
RDT‐52S 5kg乾燥
高さ684×幅654×奥行545 
○メ 138,000円（税別）

8282,80800円（税別）

40%OFF

40%OFF

30%OFF
5,000円引き！
税込販売価

格より、さら
にガス展セー

ル特別割！

（税込）
oror

※写真は［501］フロントオープンタイプ

※品番・価格は幅によって異なります。

［502］リンナイ
スライドオープンタイプ
RSW-404A-SV
○メ 150,000円（税別）

9090,00000円（税別）
（税込 97,200円）

［501］リンナイ
フロントオープンタイプ
RSW-F402C-SV
○メ 198,000円（税別）

118118,80800円（税別）
（税込 128,304円）

おすすめ家事楽アイテム家事楽アイテム

（税込 92,988円）
8686,10100円（税別）［401］ノーリツ

クララ
NFG6S14MSI（L/R）
○メ 123,000円（税別）

114114,10100円（税別）［402］ノーリツ
クララタッチ
NFG6S15MSI（L/R）
○メ 163,000円（税別）

（税込 100,548円）
9393,10100円（税別）［403］リンナイ

ＬＧＲ-３Ｒ-ＡＰ６０１ＳＶ
○メ 133,000円（税別）

（税込 123,228円）
114114,10100円（税別）［404］リンナイ

XGR-REC-AP603SV
○メ 163,000円（税別）

（税込 153,468円）
142142,10100円（税別）［405］パロマ

PRH-VRASE751 L/R
○メ 203,000円（税別）

（税込 145,908円）
135135,10100円（税別）［406］リンナイ

ＯＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ６０１Ｒ/ＬＳＶ
○メ 193,000円（税別）※写真は［406］

（税込 123,228円）

NEW

NEW

4444,90900円（税別）
（税込 48,492円）

パロマ グランドシェフ
PA-A93WCR-（L/R）
高さ183×幅595×奥行496
○メ 89,800円（税別）

各会場
各日限定

5台
各会場
各日限定

5台

各会場
各日限定

5台
各会場
各日限定

5台
各会場
各日限定

5台

4.5万円までサービス
新規取付工事費
（税込） 1.5万円までサービス

取替工事費
（税込）

Siセンサーコンロ
ビルトインタイプが
※本チラシ掲載のビルトイン
　タイプの商品が対象です。

テーブルタイプ
エコノミーシリーズ

スタンダードシリーズコンパクトシリーズ

Siセンサーコンロ

シンプルでリーズナブルなコンロ

［21］リンナイ
RT64JH6S-G（L/R）
高さ218×幅596×奥行452
○メ 43,800円（税別） （税込 23,652円）

2121,90900円（税別）
水無し片面焼 クリスタルコート天板

ダブル中バーナー搭載

［22］ノーリツ
NLG2280Q1LGM
高さ180×幅595×奥行478
○メ 43,800円（税別） （税込 23,652円）

2121,90900円（税別）
水無し片面焼 ホーロー天板

あんしんモード搭載

［23］パロマ
PA-S42B-（L/R）
高さ180×幅592×奥行461
○メ 44,800円（税別） （税込 24,192円）

2222,40400円（税別）
水無し片面焼 ホーロー天板

スタンダードでラ・クックが使える

［25］パロマ エブリシェフ
PA-360WA-（L/R）
高さ183×幅592×奥行500
○メ 64,800（税別） （税込 41,904円）

3838,80800円（税別）
ラ・クック（別売）使用可 水無し両面焼 プラチナカラー天板

幅５６㎝のコンパクトタイプ

［24］リンナイ
RT34NJH7S-C（L/R）
高さ218×幅560×奥行444
○メ 36,800円（税別）　　　 （税込 19,872円）

1818,40400円（税別）
水無し片面焼 ホーロー天板 水無し両面焼 クリスタルコート天板

操作部が斜めで見やすい

［26］リンナイ
RT63WH5T-V（L/R）
高さ219×幅596×奥行489
○メ 63,800円（税別） （税込 41,256円）

3838,20200円（税別）

配達・取付・撤去費 無料！！

NEW NEW

ダブル中バ ナ 搭載

いつもの料理を
もっと美味しく・簡単に！！

肉じゃがやカレーなどのふだ
ん使いからローストビーフや
ケーキなどの本格料理まで
がグリルの中で簡単に調理
できます！ また、お皿代わり
にそのまま食卓に出すこと
ができて、別皿に移し替える
手間や洗う時間も短縮！！

1212,80800円（税別）
（税込 13,824円）

リンナイ ココットダッチオーブン
RBO-D2V
○メ 16,000円（税別）

1010,80800円（税別）
（税込 11,664円）

ノーリツ キャセロール
DP0140
○メ 13,500円（税別）

6,40400円（税別）
（税込 6,912円）

パロマ ラ・クック
PGD-10R
○メ 8,000円（税別）

※対応機種等の詳細はお問い合わせください。

NEW

最新コンロのグリル de

50%OFF

50%OFF 40%OFF

スタンダードシリーズ

デラックスシリーズ

プレミアシリーズ親水アクアコートで清掃性アップ！

［2］ノーリツ ファミ
Ｎ３ＷＱ６ＲＷＡＳＫＳＩ
○メ 153,000円（税別） （税込 99,144円）

9191,80800円（税別）
クックボックス（別売）使用可 オートグリル ガラス天板

2口タイプで広々使える

［1］パロマ シスト
PD-N21WV-60CV
○メ 125,000円（税別） （税込 81,000円）

7575,00000円（税別）
ラ・クック（別売）使用可 ハイパーガラスコート天板

充実の安全機能と選べる天板カラー

［3］リンナイ マイトーン
RS31W27P14DGVW
○メ 153,000円（税別） （税込 99,144円）

9191,80800円（税別）
ココットプレート付属 パールクリスタル天板 オートグリル

ラ・クック同梱のNEWモデル

［4］パロマ フェイシス
PD-811WS-75GX
○メ 218,000円（税別） （税込 141,264円）

130130,80800円（税別）

グリルからの煙をカットするスモークオフ機能搭載

［5］リンナイ リッセ
RHS71W23L9RSTW
○メ 220,000円（税別） （税込 142,560円）

132132,00000円（税別）

焼き網に代わる新しい調理法“マルチグリル”

［6］ノーリツ ピアット
　　〔マルチグリル〕
N3S09PWASKSTE
○メ 240,000円（税別） （税込 155,520円）

144144,00000円（税別）

グリルでオート冷凍食品調理が可能！

［7］ノーリツ プログレ
N3S05PWASKSTEC
○メ 288,500円（税別） （税込 186,948円）

173173,10100円（税別）
ガラス天板

感震停止 鍋無し検知

オートグリルキャセロール付属

スモークカット

充実の機能で料理の楽しさ実感！

［8］リンナイ デリシア
RHS71W22E6R2-STW
○メ 285,000円（税別） （税込 184,680円）

171,00000円（税別）
ガラス天板

感震停止

オートグリル

鍋無し検知

ココットプレート付属

スモークオフ

スマホ連動

ビルトインタイプ 40%OFF工事費別途Siセンサーコンロ

※チラシ掲載のビルトインタイプは、全て水無し両面焼きグリルです。

NEW

NEW NEW NEW

感震停止

ガラス天板ラ・クック付属 オートグリル ガラス天板ココットプレート付属

感震停止

オートグリル

スモークオフ

ガラス天板プレートパン付属 オートグリル

スモークカット

ガスコンロは安全性
もGOOD!

全商品全てのバーナ
ーに温度センサーが

搭載された

　　　　　　　  です
！

Siセンサーコンロ
に搭載されてい

る温度センサーは
、鍋底の温度を見

張り、調理油が危
険温度になる前に

自動消火します。

温度センサー

富山県高岡市下伏間江6-2

１0/19(金)～１0/21(日)
来 場 プ レ ゼ ント

来 場 プ レ ゼ ント

イ ベ ント

先 着 プ レ ゼ ント

丸美屋食品工業（株）
とり釜めしの素
丸美屋食品工業（株）
とり釜めしの素

キッチングッズ
詰め合わせ
キッチングッズ
詰め合わせ
キッチングッズ
詰め合わせ
キッチングッズ
詰め合わせ
キッチングッズ
詰め合わせ
キッチングッズ
詰め合わせ

 抽選で
2,500名様に
当たる！

招待券を会場にお持ちください。
来場プレゼントとWチャンスの抽選の権利とひきかえさせていただきます。
招待券を会場にお持ちください。
来場プレゼントとWチャンスの抽選の権利とひきかえさせていただきます。

※イオンモール高岡会場以外は粗品が異なります。
※各粗品の品切れの場合はご容赦ください。※写真、イラストはイメージです。※品切れの場合はご容赦ください。高岡市下伏間江6-2開催時間 10:00～18：00

ガス展 
イオンモール高岡会場　

北雄ショールーム会場

1Fセントラルコート

ガス展会場だけの
会場にお越しください！会場にお越しください！ 限定特価品限定特価品

Wチ ャ ン ス
トップ ハイジア
洗濯洗剤1本
トップ ハイジア
洗濯洗剤1本

各日先着100組に
プレゼント！

ラーメン
（乾麺5個入り）
ラーメン
（乾麺5個入り）

IHクッキング
ヒーターからの
お取替は 3万円で下取り！（税込）

IHクッキング
ヒーターからの
お取替は 3万円で下取り！（税込）

IHクッキング
ヒーターからの
お取替は 1万円で下取り！（税込）

IHクッキング
ヒーターからの
お取替は 1万円で下取り！（税込）

10：00～22：00（最終日～19：00）

「とろ火ちゃん」と一緒に写真を撮って
カレンダーをつくろう！

①11：00～ ②13：30～ ③15：00～ ④17：00～とろ火ちゃん

各回先着30名さま

2,000
名様

500
名様

G-Station限定

選べる
カレールー

（ジャワカレー中辛orバーモントカレー中辛）

+
玉ねぎ ＆ にんじん

セット

選べる
カレールー

（ジャワカレー中辛orバーモントカレー中辛）

+
玉ねぎ ＆ にんじん

セット

じゃがいも詰め放題！じゃがいも詰め放題！

弊社では、簡単で低金利なローン（6～60回）もご用意しております。　　お気軽にご相談ください ♪


