
※掲載の商品は原則取り寄せとなります。予めご了承ください。本チラシ掲載の商品の色合いは、実際の商品の色合いとは多少異なる可能性がございます。各基本工事の　詳細は担当者までお問い合わせください。※ご希望の方には詳しい案内資料をお送りします。 チラシ有効期間 2020年10月31日～2020年11月21日

チラシ掲載機器以外にもご成約特典キャンペーン対象の機器がございます。詳しくはお問い合わせください。

オールスライド収納

ステディア

引出しの奥にしまったものまでラク
ラク取り出せる大容量のオールス
ライド収納を装備。

成約特典 対象I

システムキッチン

風呂給湯器

ほっカラリ床

サザナ

お掃除ラクラクほっカラリ床は、
畳のようなやわらかさと、断熱効
果があります。

成約特典 対象K

システムバス

25 エコジョーズ
24号オートタイプ

GT-C2462PAWXBL（プレシャスシルバー）
ＲＣ-Ｇ００１ＳＥ-ＦＣＮ［浴室リモコン］
ＲＣ-Ｇ００１Ｍ-ＦＣＮ［台所リモコン］

壁掛型 成約特典 対象E

詳しい機能の紹介はこちら▶

UV除菌
ユニット搭載

＊2 停電時にエネファームが発電しお湯を使用するには、停電発生時にエネファームが発電しており、都市ガスと水道が供給状態であることが必要です。
　　アイシン精機製の後付設置の場合は、給湯器コンセントの停電時専用コンセントへの挿し替えが必要です。
＊3 電化製品の使用電力はメーカー・機種・使用条件などにより異なります。停電時の最大使用電力はエネファームの機種により異なります。
＊4 停電時の発電開始から最長約8日間発電が可能（一部のマンション用エネファームでは最長約4日間）となります。

パナソニック製アイシン精機製京セラ製

●使用できる電化製品と設備の一例

「停電時」も発電し、
「電気」と「お湯」   が
使える安心感

スタンド
照明 液晶テレビスマートフォン

携帯電話充電

照明・情報機器
ノート
パソコン

ガス温水床暖房お風呂 シャワー

お　湯 最大使用電力の目安

京セラ製

アイシン精機製
パナソニック製

約400W

約700W
約500W＊4

家庭用燃料電池 エネファーム

＊2

＊3

26 エコジョーズ
24号オートタイプ

FH-E248AWL（メタリックベージュ）
FC-226V-FL［浴室リモコン］
MC-E226V-FL［台所リモコン］

壁掛型

詳しい機能の紹介はこちら▶

グッド
デザイン賞受賞

27 マイクロバブルバス
ユニット内蔵
風呂給湯器

RUF-ME2406AW（シャイニーシルバー）
MBC-MB240VC［専用リモコンセット］

壁掛型

マイクロバブルバスの詳しい機能の紹介はこちら▶

マイクロバブルバス
ユニット搭載

お見積り無料 お見積り無料

お見積り無料

お見積り無料

44,990円（税込・工事費別）販売
価格

クリーンフードOGR
OGR-REC-AP602R/L SV 
（シルバーメタリック）

水無両面焼きグリル 水無片面焼きグリル

※ご使用にはガスソフトコードなどの接続部品が必要です。（別売）

14 クリーンフードXGRXGR-REC-AP603 SV
（シルバーメタリック）

150,600円（税込・工事費別）販売
価格

ガス栓は増設工事（有料）で増やせます。  ※条件により増設できない場合がございます。

暖房の
めやす

木造：7畳まで
コンクリート：9畳まで

成約特典 対象F 成約特典 対象F

成約特典 対象G 成約特典 対象M

メーカー希望小売価格

223,300円（税込・工事費別）
メーカー希望小売価格

179,300円（税込・工事費別）

10 ホーロートップ

メーカー希望小売価格70,180円（税込）

NLW2261TQ2SGL/R
（ライトグレー）

50,000円（税込）販売
価格

11 あじわざ

メーカー希望小売価格51,480円（税込）

PA-S42BMA-L/R
（クリスタルブラウン）

37,000円（税込）販売
価格

12 コンパクト

メーカー希望小売価格40,480円（税込）

RT34NJH7S-CL/R 
（クリームベージュ）

29,000円（税込）販売
価格

水無片面焼きグリル

15 クリーンフードLGRLGR-3R-AP601 SV

メーカー希望小売価格

146,300円（税込・工事費別）

（シルバーメタリック）

122,800円（税込・工事費別）販売
価格

60cm幅

19 みず工房クリーンシリーズ

メーカー希望小売価格

36,850円（税込・工事費別）

JL307MN-9NL2

30,500円（税込・工事費別）販売
価格

20 GGシリーズ壁付サーモスタット混合水栓

メーカー希望小売価格

64,460円（税込・工事費別）

TBV03404J

48,900円（税込・工事費別）販売
価格

13

187,500円（税込・工事費別）販売
価格

60cm幅

16 20号スタンダード
メーカー希望小売価格52,250円（税込）

GFH-2405S-W5（スノーホワイト）

36,500円（税込）販売
価格

暖房の
めやす

木造：11畳まで
コンクリート：15畳まで

17 35号デラックス
メーカー希望小売価格86,130円（税込）

GFH-4006D-MR（マットローズ）

60,200円（税込）販売
価格

暖房の
めやす

木造：15畳まで
コンクリート：21畳まで

18 50号スタンダード
メーカー希望小売価格91,630円（税込）

RC-U5801E（ホワイト）

64,100円（税込）販売
価格

21 ウルトラファインミスト　ミラブルPlus

60cm幅

ビルトインコンロ

ガスファンヒーター

水 栓

※条件により増設できない場合がございます。

ガステーブル

レンジフード

23
メーカー希望小売価格 47,630円（税込・工事費別）
CS232B♯NW1［便器］

メーカー希望小売価格 64,570円（税込・工事費別）
SH233BA♯NW1［手洗い付タンク］

メーカー希望小売価格

セット合計価格

141,460円（税込・工事費別）
253,660円（税込・工事費別）

TCF6552AK♯NW1［ウォシュレットS2A］

152,100円（税込・　工事費別）販売
価格

組み合わせ便器
ピュアレストQR

メーカー希望小売価格

400,400円（税込・工事費別）
280,200円（税込・　工事費別）販売

価格

24 スタンダードタイプRDT-54S-SVRDT-54S-SVRDT-54S-SVRDT-54S-SV
メーカー希望小売価格

140,800円（税込・工事費別）
112,600円（税込・　工事費別）販売

価格

トイレ

キャセロールL、
プレートパンL
同梱

クックボックス
(ワイドグリル用)同梱

ラ・クック
(サングリアレッド)
同梱

ラ・クック
(サングリアレッド)
同梱

ラ・クックグラン
（トリュフブラウン）、
取っ手付きクッキング
プレート同梱

   ザ・ココット、ココットプレート
（ブラック・ワイド型）同梱

ココットプレート
（ブラック・ワイド型）

同梱

ココットプレート
（ブラック・標準型）同梱

［オートタイプ］

※ステンレスゴトクは
　加熱により変色します。
　予めご了承ください。

※ステンレスゴトクは
　加熱により変色します。
　予めご了承ください。

※ステンレスゴトクは
　加熱により変色します。
　予めご了承ください。

※ステンレスゴトクは
　加熱により変色します。
　予めご了承ください。

成約特典 対象A

成約特典 対象D

成約特典 対象D成約特典 対象B

成約特典 対象B

成約特典 対象B

4 ピアットワイドグリル

メーカー希望小売価格245,300円（税込・工事費別）
N3WS3PWASZSTESC（ロゼ）

178,300円（税込・工事費別）販売
価格

60cm天板

1 プログレ

メーカー希望小売価格339,900円（税込・工事費別）
N3S11PWASSTESC（トリアングルブラック）

214,900円（税込・工事費別）販売
価格

75cm天板

2 クレア

メーカー希望小売価格331,100円（税込・工事費別）
PD-991WST-75GM（ノーブルシルバー）

213,100円（税込・工事費別）販売
価格

75cm天板

成約特典 対象C

3 デリシア

メーカー希望小売価格350,900円（税込・工事費別）
RHS71W31E13RCSTW（プラチナミラー）

233,900円（税込・工事費別）販売
価格

75cm天板

7 ファミオート

メーカー希望小売価格177,100円（税込・工事費別）
N3WQ6RWASKSIE
（シルバーミラー）

131,100円（税込・工事費別）販売
価格

60cm天板

5 フェイシス

メーカー希望小売価格234,300円（税込・工事費別）
PD-821WS-60GX（ノーブルシャンパン）

166,300円（税込・工事費別）販売
価格

60cm天板

8
メーカー希望小売価格168,300円（税込・工事費別）

ブリリオ PD-721WS-60CK
（クリアパールブラック）

119,300円（税込・工事費別）販売
価格

60cm天板

6 リッセ

メーカー希望小売価格236,500円（税込・工事費別）
RHS31W23L8RSTW（ハモンピンク）

168,500円（税込・工事費別）販売
価格

60cm天板

9 マイトーン RS31W27P14DGVW

メーカー希望小売価格168,300円（税込・工事費別）
（カフェベージュ）

122,300円（税込・工事費別）販売
価格

60cm天板

キッチン 浴室

※ご使用にはガスコードが必要です。（別売）
※暖房のめやす：一般社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。　

※ご使用にはガスコードが必要です。（別売）
※暖房のめやす：一般社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。　

※ご使用にはガスコードが必要です。（別売）
※暖房のめやす：一般社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。　

51,480
（クリスタルブラウン）

※画像はイメージです。
※ご使用にはガスコードを含むオプション品が必要で
す。（別売）
※ガス衣類乾燥機を廃棄する場合は別途家電リサイ
クル法に基づく収集・運搬料金および再商品化料
金等が必要になります。

いやしの時間も快適な機能も。
浴室をもっと特別な空間に。

浴室暖房で浴室内を暖めてから入浴すると、
最高血圧の変動幅が小さくなりヒート
ショック対策にも！

床材の温水マットに
約60℃の温水を循環
させる床暖房は、足
元からぽかぽか熱が
伝わりお部屋全体を
暖めます。

ガス衣類乾燥機 床 暖 房 浴室暖房乾燥機

お見積り無料

お見積り無料

お見積り無料

お見積り無料

お見積り
無料

お見積り
無料

お見積り
無料

お見積り無料

お見積り無料

乾燥容量
5ｋｇ
乾燥容量
5ｋｇ

左右可変ドア
ガスコード接続タイプ
左右可変ドア

ガスコード接続タイプ

今ある
床材の上から
設置可能！

“おウチ時間”を暖かく快適に！

22 ※ウォシュレット®※一体型便器
（タンクレストイレ） ネオレストAH1
CES9788R

※ウォシュレットはTOTO㈱の登録商標です。

美しさのためのテクノロジーを
搭載したネオレスト

本格的なミストサウナ
機能を備えています。

365日浴室をもっと
快適に

クレジットカード支払いもできます


