
RHS71W31E12RCSTW
希望小売価格：368,500円（税込）

RS71W27U12DGVW
希望小売価格：195,250円（税込）

RTS65AWK14RG-CL/R
希望小売価格：112,970円（税込）

RT66WH1RG-BGL/R
希望小売価格：87,560円（税込）

114,400円（税込）
工事費別

デリシア

マイトーン

ラクシエファインラクシエ

68 , 200 円
（税込）

3V乾電池タイプ 幅：75㎝タイプ
イージークリーン

スモークオフ

付属品

コンロ上でもグリルでも
使える万能鍋「ザ・ココット」！

アプリレシピをコンロに
送信して自動調理！

幅：75㎝タイプ

ガラストップ

ラインシルバー

▲ シャンパン/カフェベージュ ▲ グレートーン/ブラック

付
属
品

パールクリスタル

付属品

231,000円（税込）

工事費別

52 , 8 00 円
（税込）

付
属
品幅：59㎝

クリスタルコート

幅：59㎝

▲ レッド/ブラック ▲ ホワイト/ホワイト ▲ ホワイトトーン
/クリームベージュ

▲ レッドトーン
/ブラック

176,000

0

円（税込）
工事費別 146,300円（税込）

工事費別 114,400円（税込）
工事費別

富士工業㈱製

OGR-REC-AP602R/L SV
希望小売価格：245,630円（税込）

富士工業㈱製

LGR-3R-AP601SV
希望小売価格：160,930円（税込）

フロントオープン 深型スライドオープン 標準スライドオープン

178,200円（税込）
工事費別 182,600円（税込）

工事費別

※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

2 9 , 7 0 0円（税込） 20 , 900円（税込） 1 9 , 8 0 0円（税込）

RBO-MN18(MB)
希望小売価格：25,300円（税込）

RR-050VQ (DB)
希望小売価格：35,640円（税込）

RBO-MN22(WH)
希望小売価格：27,500円（税込）

※3合・1升炊きもございます

154,000円（税込）
工事費別

5合炊き

タイマー機能

●お問合せはこちらまで

RSW-SD401LP
希望小売価格：235,620円（税込）

RSW-404LP
希望小売価格：199,870円（税込）

RSW-F402C-SV
希望小売価格：228,690円（税込）

ガラストップ ： プラチナミラー

食器収納点数

約5人分 37点 ※

※日本電機工業会自主基準による

食器収納点数

約6人分 47点 ※

※日本電機工業会自主基準による

食器収納点数

約8人分 56点 ※

※日本電機工業会自主基準による

レンジフードは富士工業㈱の製品です。

ビルトインコンロ

テーブルコンロ

レンジフード

食洗機

炊飯器 無水調理鍋

富士工業㈱製

XGR-REC-AP604SV
希望小売価格：205,700円（税込）

83 , 600円（税込）

RR-055MTT(MB)
希望小売価格：101,640円（税込）

5合炊き

タイマー・ジャー機能

炊飯メニュー（7種）

※1升炊きもございます

RHS71W32L22RSTW
希望小売価格：254,100円（税込）

148,500円（税込）
工事費別

リッセ

付属品

幅：75㎝タイプ

ガラストップ

スモーキーピンク

新型コロナウイルス感染拡大による部品供給不足により、商品の納入にお時間がかかり、
ご迷惑をおかけしております。

この度、お得なキャンペーンを開催いたします。壊れてしまう前に早めに対策をしませんか？
是非この機会にご検討をお願い申し上げます。

※商品によりましては納品・取付・設置に数ヶ月かかる場合もございます、ご了承ください。
※早めにご注文いただいた場合でも、ご希望の納期に間に合わない可能性がございます。

開催期間：本日～23年３月末まで

快 適 生 活

本 社
安 営 業 所
可 部 営 業 所
河 内 出 張 所

〒731-0101 広島市安佐南区八木2-8-15 （０８２) ８７３－４４７７
〒731-0154 広島市安佐南区上安1-3-16 (０８２） ８７２－８７３７

〒731-0211 広島市安佐北区三入2-28-21 （０８２）８１８－０８１８
〒731-5151 広島市佐伯区五日市町大学上河内1605-4 (０８２） ９２９－３３１５

22ｃｍタイプ 18ｃｍタイプ

無水調理の他にも、蒸し調理や
煮る調理、高い調理性能により
コンロ上でのオーブン風調理にも対応。
ひとつの鍋で多彩な調理ができます。



RUF-ME2406SAW

セット希望小売価格：603,680円（税込）

MBC-MB262VC

専用循環金具

さら湯と比べポカポカが持
続するため、手足の冷えが
気になる方にオススメ

細かな気泡が毛穴に溜ま
った汚れをかきだして清潔
を保ちます！

保湿クリームのような肌の
しっとり感・潤いがあったと
の声も・・・

256,300円（税込）
工事費別

セット価格

マイクロバブル入浴の嬉しい4つの特徴・体験者の声

入浴後も温泉に
入った後のように、

体がポカポカして湯冷めしに
くそうです。

入浴剤に頼らずと
も、そのまま入りたい

と感じ、美肌効果も期待でき
るのではないかと感じました。

入浴後も肌の突っ
張る感じがいつもよ

り少なかったです。保湿クリ
ームを塗らなくても切りなりま
せんでした。

入浴を終えた後、
リラックス感と共に眠

気がすごくありました。自宅で
寝る前の入浴として最適だと
感じました。

（50代女性） （30代女性） （30代女性） （20代女性）

1.温浴効果 2.洗浄効果 3.保湿について 4.リラックス効果

24号 給湯オート 追炊き
※掲載のQRコードのコンテンツ及び動画は、 サービスを中断または終了する場合があります。ご了承ください。

【専用HP】 【紹介動画】

温泉のような入浴後のリラ
ックス感が安眠環境を作り
ます！

マイクロバブルバスユニット内蔵給湯器

24号 給湯

オート 追炊き

ガス給湯器

RUF-E2406SAW
セット希望小売価格：457,930円

（税込）

RVD-E2405SAW2-3(A)
セット希望小売価格：612,040円（税込）

シングルハイブリッド（給湯/暖房）

50Lタイプ

入浴タイマー機能
入浴者に安心！

入浴お知らせ機能
家族も安心！

温水式は
乾燥も暖房もパワフル！

乾燥 暖房

換気 涼風

RDT-54S-SV
希望小売価格：147,840円（税込）

家族や暮らし方に合わせて選べる給湯器

ハイブリッド給湯・暖房システム

ガス衣類乾燥機
雨の日も晴れの日も・・・一年中乾太くんにおまかせ！

※リンナイ㈱調べ

20号 給湯

24号 追炊き

オート 暖房

給湯

MBC-262VC MC-145V
167,200 円

（税込）

工事費別

セット価格

MBC-262VC

RBH-W414K

7 7 , 0 0 0 円
（税込）

工事費別

セット価格

228,800 円
（税込）

工事費別

セット価格

浴室暖房乾燥機

外出中、消し忘れが
心配な時、アプリで
確認して、OFFもで
きる！

484,000 円
（税込）

工事費別

セット価格

9 1 , 3 00 円
（税込）

工事費別

従来型給湯器 （50Lタイプ）

10万円

5万円

［年間給湯ランニングコスト比較】

※リンナイ㈱調べ

ガスと電気のイイトコ取り
で、たくさんお湯を使って
も給湯光熱費がお得！

MBC-301VC（B）

エコワン

仕上がりふっくら…♡ あっという間に乾燥
乾燥容量 5kg

スタンダードタイプ

電気 ガス

ふろ給湯器1

給湯暖房熱源機+浴室暖房乾燥機セット3

RUX-E2016W
セット希望小売価格：209,330円

（税込）

セット希望小売価格：829,840円（税込）

給湯専用機2

※オプション品(専用台・排湿管部材等別途となります。


