
ベージュホーロー
ベージュフェイス

NLW2277TBEM
メーカー希望小売価格（税込） ¥76,780-

グﾚｰホーロー
ライトグレーフェイス

NLG2280Q1LGM
メーカー希望小売価格（税込） ¥48,180-

上記コンロとレンジフードのお得なセットプランございます!

60cmタイプ シルバー
コンロ連動あり

NFG6S15MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥179,300-

60cmタイプ シルバー
コンロ連動あり

NFG6S14MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥135,300-

60cmタイプ シルバー
コンロ連動なし

NFG6S13MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥110,000-

75cmタイプ シルバー
コンロ連動

NFG7S15MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥190,300-

90cmタイプ シルバー
コンロ連動

NFG9S15MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥201,300-

75cmタイプ シルバー
コンロ連動

NFG7S14MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥146,300-

75cmタイプ シルバー
コンロ連動なし

NFG7S13MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥121,000-

90cmタイプ シルバー
コンロ連動

NFG9S14MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥157,300-

90cmタイプ シルバー
コンロ連動なし

NFG9S13MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥132,000-

別売品

定価：4,180円

（税込）

専用リモコン

ＦＰ0789

別売品

定価：4,180円

（税込）

専用リモコン

ＦＰ0789

プラチナシルバーガラス
シャンパンゴールドフェイス

NLW2281ASKSG(L/R)
メーカー希望小売価（税込） ¥104,280-

N3S09PWASKSTE

N3WQ7RWTSSI

ワイドグリル&油はねガード対応！

プレートパン Ｌ

付
属
品

別
売
品

（税込） 定価：14,,850円

キャセロール Ｌ

定価：8,250円

波型プレートパン Ｌ

定価：3,520円

油はねガード Ｌ

待望のマルチグリルを搭載！

お手入れラクラク♪

クックボックス

（ワイドグリル用）

別
売
品

（税込）

N3WS2PWAS6STE

定価：8,800円

メーカー希望小売価格（税込） ¥264,000-

メーカー希望小売価格（税込） ¥162,800-

メーカー希望小売価格（税込） ¥207,900-

N3WQ6RWTSSI

N3WS1PWAS6STE
メーカー希望小売価格（税込） ¥258,500-

メーカー希望小売価格（税込） ¥157,300-

メーカー希望小売価格（税込） ¥202,400-
N3S08PWASKSTE

プッシュ&ダイヤルボタン

オートあたため機能

新開発のプッシュ&ダイヤルボタン！

火力調整が視野楠、質感アップ！

ボタン周りはメッキ仕上げで

高級感のあるデザインです。

買ってきたお惣菜などを自動であたため！

余分な油が落ちて、カラッと仕上がります。

さらに、トーストモード搭載！

外はカリッと、中はふっくらした

トーストが自動で焼きあがります。

定価：8,800円

別
売
品

（税込）

クックボックス

（標準グリル用）

メーカー希望小売価格（税込） ¥143,000-
N2WQ8RWTS6SI

サイドモールを無くし

分割ラインを減らして

すっきりとした印象に！

パーツをスクエア基調に

することで、一体感をも

たせ、シンプルで品位の

あるデザインに一新！

すっきりフェイスデザイン

標準グリル&クックボックス対応！



 

■ガス風呂暖房給湯器

GTH-C2459ＳAWD BL
RC-Ｊ112Eマルチセット
メーカー希望小売価格（税込） ￥466,400-

メーカー希望ｾｯﾄ小売価格

（税込）￥556,600-

給湯熱効率

95％

給湯熱効率

95％

お問い合わせは・・・

GT-C2462AWX BL
ＲＣ-G001Eマルチセット

メーカー希望ｾｯﾄ小売価格（税込）￥470,580-

メーカー希望ｾｯﾄ小売価格（税込）￥411,400-

75cmタイプ シルバー
コンロ連動

NFG7S15MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥190,300-

エレガントグレーガラス
ステンレスフェイス

N3WS2PWAS6STE
メーカー希望小売価格（税込） ¥207,900-

75cmタイプ シルバー
コンロ連動

NFG7S14MSI(L/R)
メーカー希望小売価格（税込） ¥146,300-

メーカーセット希望小売価格（税込）

¥454,300-
メーカーセット希望小売価格（税込）

¥354,200-

別
売
品 定価：8,800円

（税込）

別売品
定価：4,180円

（税込）
専用リモコン

ＦＰ0789

別売品
定価：4,180円

（税込）
専用リモコン

ＦＰ0789

給湯器光熱費

約123,000円

給湯器光熱費

約45,000円

従来給湯器

（ＬＰガｽ） 年間

約 78,000円
削減

（約63％）

■年間給湯・保温光熱費

給湯一次エネルギー効率

キャセロール プレートパン

付
属
品

プラチナシルバーガラス
ステンレスフェイス

N3S11PWASKSTEC
メーカー希望小売価格（税込） ¥331,100-

プラチナシルバーガラス
ステンレスフェイス

N3S09PWASKSTE
メーカー希望小売価格（税込） ¥264,000-

※その他の部材が必要な場合は別途お見積りとさせていただきます。

キャンペーン期間

GT-C2462SAWX BL
ＲＣ-J101Eマルチセット

高効率ガｽ給湯器 GQ-C2434WS

台所ﾘﾓｺﾝ ＲＣ-7607Ｍ
（オートストップ付）

メーカー希望ｾｯﾄ小売価格（税込）

給湯熱効率

93％

￥204,050-

GT-C2462PAWX BL
ＲＣ-G001Eマルチセット

メーカー希望ｾｯﾄ小売価格（税込）￥509,080-

■浴室暖房乾燥機

BDV-4107WKN
メーカー希望小売価格（税込） ￥90,200-

■ガス風呂暖房給湯器

GTH-C2459AWD BL
RC-G001Eマルチセット
メーカー希望小売価格（税込） ￥511,280-

メーカー希望ｾｯﾄ小売価格

（税込）￥601,480-

■浴室暖房乾燥機

BDV-4107WKN
メーカー希望小売価格（税込） ￥90,200-

プレートパン Ｌ

付
属
品

クックボックス

（ワイドグリル用）

別
売
品

（税込） 定価：14,,850円

キャセロール Ｌ

定価：8,250円

波型プレートパン Ｌ

定価：3,520円

油はねガード Ｌ

￥959.860(税込価格) ￥871.860(税込価格)

本 社：広島市安佐南区八木２‐８‐１５

安営業所：広島市安佐南区上安１‐３‐１６

可部営業所：広島市安佐北区三入２‐２８‐２１

河内出張所：広島市佐伯区五日市町大字上河内１６０５‐４

☎(０８２)８７３-４４７７

☎(０８２)８７２‐８７３７

☎(０８２)８１８-０８１８

☎(０８２)９２９-３３１５


