
※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。

ガス展 
イオンモール高岡会場　

1Fセントラルコート
10：00～22：00（最終日～19：00）

G-Station限定

選べる
カレールー

（バーモントカレー中辛orジャワカレー中辛）

+
玉ねぎ ＆ にんじん

セット

選べる
カレールー

（バーモントカレー中辛orジャワカレー中辛）

+
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！

こだわりを愉しむコンロ

男性でも簡単おつまみ奥さまの時短に
“燻製”もマルチグリル
で簡単に

冷凍の魚や肉を置いて
時間設定するだけ

ノーリツ プログレ

人気のデリシアがさらに使いやすく！リンナイ デリシア

ノーリツ プログレ
N3S11PWASSTESC
㋱309,000円（税別）

ホームベーカリーにもなる！
発酵から焼き上げまで自動調理

リンナイ デリシア
RHS71W31E15RCSTW
㋱314,000円（税別）

コンロ上とグリルの両方で使える「ザ・ココット」を開発。 
人気の無水調理をはじめ、豊富なレシピをオート調理、
さらにデザイン性もUP! 

解凍焼き
上げ 燻製

工事費別途Siセンサーコンロ ビルトインタイプ

［6］リンナイ リッセ
RHS71W23L9RSTW
㋱220,000円（税別）

ガラス天板
オートグリル

ラクック付属

ガラス天板
オートグリル

クックボックス（別売）使用可

ガラス天板
オートグリル

スモークオフ

ココットプレート付属

感震停止

グリルからの煙をカットする
スモークオフ機能搭載

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

スタイリッシュで充実のグリル機能!

［12］ノーリツ ピアットライト
N3WS1PWAS6STE
㋱184,000円（税別）

110110,40400円（税別）
シンプルでゆとりある2口タイプ

ハイパーガラスコート天板

ラクック（別売）使用可

パロマ シスト
PD-200WS-60CV
㋱128,000円（税別）

7676,80800円（税別）

132132,00000円（税別）

188188,40400円（税別）

185185,40400円（税別）

［５］パロマ フェイシス
PD-821WS-75GX
㋱218,000円（税別）

デザインにこだわった
ラ・クック同梱モデル

130130,80800円（税別）

工事費別途レンジフード

※上記は60cm幅の価格です。幅によって価格が異なります。

“汚さない”仕組みで、
お手入れ性文句ナシNO.1！

お手入れラクラク度

★★★★★

［406］リンナイ
ＯＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ６０１Ｒ/Ｌ ＳＶ
㋱193,000円（税別）

❶ ❷ ❸

135135,10100円（税別）

114114,10100円（税別） 114114,10100円（税別）

120120,00000円（税別）ビルトインコンロと
セットで
レンジフードが

100100,00000円（税別）ビルトインコンロと
セットで
レンジフードが

9393,10100円（税別） 8686,10100円（税別）

8080,00000円（税別）ビルトインコンロと
セットで
レンジフードが

省エネ性で選ぶならコレ！

ノンフィルターで内部の掃除もラク！

ワンタッチ
で

取り外し！！

外側を
拭くだけ！

水でサッと
洗い流す！

ディスクは片手で
簡単取り外し

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

［404］リンナイ
XGR-REC-AP603SV
㋱163,000円（税別）

［401］ノーリツ クララ 
NFG6S14MSI（L/R）
㋱123,000円（税別）

［403］リンナイ
ＬＧＲ-３Ｒ-ＡＰ６０１ＳＶ
㋱133,000円（税別）

お値段手頃の
コスパで選ぶならコレ！

お手入れラクラク度

★★★

30%
OFF!

30%
OFF!

30%
OFF!

30%
OFF!

30%
OFF!

※写真は［404］

“レンジフード”がコンロとセットでおトク！！

テーブルタイプ 配達・取付費込

“ガスコンロ”の常識を覆す
高いデザイン性、

アウトドア好きの男性も、毎日の
レシピにお悩みの奥様も満足の
ダッチオーブン対応コンロ。

リンナイ デリシア
ココットプレート付属
RHS31W22E6R2-STW
㋱280,000円（税別）

キャセロールに
具材を入れて
「煮る・焼く・パン」
などの調理モードを
選ぶだけで簡単に
1品できる！

焼き網がありません！！
お手入れをとにかく

ラクにしたい方はこちら。

コンロ操作はシンプルに。
コスト重視の方はこちら。

ノーリツ ピアットマルチグリル
N308PWASKSTE
㋱235,000円（税別）

117117,500円
（税別）

パロマ リプラ
PD-509WS-60CV
㋱135,000円（税別）

［27］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）

［28］パロマ グランドシェフ
PA-A95WCH（L/R）
高さ183×幅595×奥行496
㋱ 89,800円（税別）

6767,500円
（税別）

4444,900円
（税別）

ガス展会場でご購入の方、
キャセロールプレゼント！
ガス展会場でご購入の方、
キャセロールプレゼント！

ガス展会場でご購入の方、
ラクックプレゼント！

ガス展会場でご購入の方、
ラクックプレゼント！

ガス展会場でご購入の方、
ココットプレートプレゼント！
ガス展会場でご購入の方、
ココットプレートプレゼント！

140140,000円
（税別）

50%
OFF!

50%
OFF!

50%
OFF! 50%

OFF!

4444,900円
（税別）

50%
OFF!

ガス展会場でご購入の方、
ラクックプレゼント！
ガス展会場でご購入の方、
ラクックプレゼント！

グリルに油が
飛び散らず
お手入れが
ラクになる！

Siセンサーコンロ テーブルタイプ 配達・取付費込

［24］リンナイ
ラクシエファイン
RT66WH7R-CW（L/R）

㋱67,800円（税別）
高さ218×幅596×奥行495

水無し両面焼

ココットプレート（別売）使用可

クリスタルコート天板

ガラストップ天板

水無し両面焼

ラクック（別売）使用可

水無し両面焼

プラチナカラー天板

水無し片面焼

クリスタルコート天板

オートグリル

クックボックス(別売)使用可

4040,60600円（税別）
［21］リンナイ
RT64JH6S2-G（L/R）

㋱44,800円（税別）
高さ218×幅596×奥行452

2222,40400円（税別）

エコノミーシリーズ

デラックスシリーズ

50%
OFF!

40%
OFF!

別）

40%
OFF!

40%
OFF!

40%
OFF!

40%
OFF!

40%
OFF!

40%
OFF!

［2
ラ

40%
OFF!

40%
OFF!

［25］パロマ
エブリシェフ
PA-370WA（L/R）

㋱67,800円（税別）
高さ183×幅592×奥行500

4040,60600円（税別）

ノーリツ
ララプラス
NLW2281ASSG（L/R）

㋱94,800円（税別）
高さ180×幅595×奥行511 5656,80800円（税別）

スタンダードシリーズ

安心安全のsiセンサー付で、天板のお手入れもラクになりました。

設置場所まで配達、安全に使えるように
設置いたします！

「とろ火ちゃん」と一緒に写真を撮ろう！
①11：00～ ②13：30～ ③15：00～ 

とろ火ちゃん

来場プレゼント

イベント

G-stationで対応したキャッシュレス決済（クレジットカードやデビットカード、各種電子マネー、QRコード決済など）を行うと、
5%のポイントの還元が受けられます。現金、引落、振込の場合は対象外です。詳しくはホームページにてご確認ください。 消費者還元期間：2019年10月～2020年6月

G-stationも当該事業に加盟しております。

富山県高岡市下伏間江6-2

ラーメン（乾麺5個入り）ラーメン（乾麺5個入り）
先着プレゼント

抽選で“アタリ”が
出たら！

Wチャン
ス！

さらに

丸美屋食品
とり釜めしの素を
プレゼント！

丸美屋食品
とり釜めしの素を
プレゼント！

味の素 
ほんだし®

味の素 
ほんだし®

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。

さらさら®

キャノーラ油
健康プラス

さらさら®

キャノーラ油
健康プラス

ご来場プレゼントご来場プレゼント

ガスファンヒーター“あたたかさ”で選んだらガスでした。 工事費別途

5959,800円（税別）

新規取付工事費
28,000円までサービス！

（税別）

リンナイ Wiz RC-T5801ACP
高さ661×幅480×奥行180
㋱99,800円（税別）

お部屋のニオイが気になる、省エネなら

空気清浄機付き

ご使用には本体の他、
別途専用ホースが必要です。 価格（税別）

2m 3m 4m 5m
2,500円 2,778円 3,056円 3,519円

長さ

スタンダードタイプ
お手頃PRICE!

※写真は［201］

［201］リンナイ 
ＳＲＣ-３６5Ｅ
高さ440×幅440×奥行150
オープン価格

2121,000円（税別）
［202］ノーリツ 
ＧＦＨ-４００5Ｓ
高さ440×幅478×奥行163
オープン価格

4040,000円（税別）

［203］リンナイ 
RC-U5801E
高さ435×幅480×奥行168
㋱83,300円（税別）

［204］ノーリツ 
ＧＦＨ-５８０２Ｓ
高さ446×幅520×奥行175
㋱85,800円（税別）

8～10畳用 10～12畳用

※レンタルガスファンヒーターの
　機種はお選びいただけません。

弊社LPガスご利用の方限定

まずは試してみたいという方に

数量限定

2019年10月

2020年4月末
まで

レンタル期間

8～10畳用

10～12畳用

１シーズン料金

３,０００円／台（税込）

１シーズン料金

4,5００円／台（税込）

レンタル ガスファンヒーター

（レンタルガスファンヒーターも対象）

2019

10/31までガス展セール開催！10/31までガス展セール開催！

高岡市下伏間江6-2 開催時間10:00～18：00

10/18（金）～20（日）
北雄ショールーム会場


