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①異常を示すランプが点滅していないか。

②室内機からの水漏れがないか。
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③異常音がしないか。
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④冷風が出るか。

次世代健康イオン「ナノイーX」がさらに高濃度になったカビに強いモデル

症状が発生した場合は、当社へご相談ください。

＊掲載商品以外の取扱いもございます。当社へお問合せください。
＊新規に取付される場合は現地を確認後、お見積りとなります。

24時間365日体制で安心、安全を提供する

㊨花巻ガス株式会社
花巻市材木町17番37号℡0198−22−3633ホームページ

http：／／www．hanamakigas．jp

掲載の商品は予告なく変更となる場合があります。また印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください
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＊水栓、便座チラシ商品 標準取替え工事費 3，000円から
＊新規に取付される場合は現地を確認後、お見積りとなります
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サーモシャワー混合栓
SK18CK

〃洗濯機用送り座水栓

シングル混合栓
K17CK

希望小売価格￥44，000−

希望小売価格￥28，600−

￥26，500

（税込）

・Y133K−13−NK

希望小売価格￥5，610−

希望小売価格￥6，600−

セール特価

セール特価

セール特価

セール特価￣￣

洗濯機用送り座ホーム水栓

〃Y1431CTK−1

￥15．000

（税込）

・操作がしやすい

￥3，800

￥3，500
・オートストッパー付

（税込）
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・送り座付
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（洗髪用）

国選蘭画囲
シングルワンホール

スプレー混合栓
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希望小売価格￥50，600−
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希望小売価格

希望小売価格￥30，360−

￥70，950〜￥72，930−

セール特価

セール特価

￥35，000

（税込）

革詰蒜
親鸞空か助

LGljZ

￥37・00q税込）

￥20・000（税込）
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ノズルグノー二ング

慮ると自動で捜具し、トイレ望闇 値ブタをはずして柵験ができます。∴お使いにならない時間簿 記億 ステンレスノズル自体を濃水で
を礁寒に保ちます。
ノズルはステンレス製で汚れが して使塵重度、種木重度を自助 自動洗．書。
（EW軟調3のか
付きにくく、洗浄職能付きです。∴的に低くします。

杭雄健重任撮。

・温水洗浄便座シャワンサ
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エロ／ゲートサイズでも便座亨言辞軌：スライト
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￥33，000（税込）
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