商品番号30

ルームエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン
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暮らしのそばに

花巻ガス
＊施工部材、
工事費別途となります

商品番号31

8畳用

CSH-W2518R オープン価格

10畳用

CSH-W2818R オープン価格

14畳用

CSH-W4018R
オープン価格
(単相200V)

システムバス

97,000円（税込）
107,000円（税込）
128,000円（税込）

システムキッチン

商品番号32

写真はイメージです

9月29 日・30 日

写真はイメージです

カンタンお手入れ

カンタンお手入れ

ぽかぽか保温

マグネット収納

豊富な収納

豊富な収納

350,000円（税込）

「流レール」
と中央が高くなった形状で
ボール全体を汚れにくくします。
ボール周囲の「流レール」が髪の
毛や泡を集めて排水口へ導きま
す。
さらに中央を高くするという逆
転の発想で「流レール」への水の
流れをつくりボール全体を汚れに
くくします。

シリーズ ステンレスキャビネット

75cm 3面鏡 LED照明

定価304,560円（税込）

200,000円（税込）
＊施工部材、
工事費別途となります

3,000円〜
○混合水栓の取替
3,000円〜
○シャワー便座の取替
3,000円〜
○混合水栓の漏水修理
3,000円〜
○火災警報器の取替・取付
15,000円〜
○エアコンの取替・取付
3,000円〜
○照明器具の取替・取付
3,000円〜
○洗面所用換気扇の交換
6,000円〜
○浴室用換気扇の交換
○コンセント・スイッチの取替 3,000円〜
10,000円〜
○ホームタンクの取替
8,000円〜
○温水暖房機の不凍液取替

お気軽にお問合せください。

ሜߒࡊࡦ࠻

８万円以上で 商品券 ３千円分
15万円以上で
６千円分

お買上げ金額

実演します

商品
番号

34

商品
番号

花巻市材木町１７番３７号

☎ ０１９８ ２２ ３６３３

ホームページ http://w w w . h a n a m a k i g a s . j p

ガス衣類乾燥機
RDT-52S
大容量５㎏

洗 濯 物 ５ ㎏ ※の め や す

乾燥時間の比較

約52分

定価149,040
（税込）

108,000円（税込）
＊施工部材、工事費別途となります

35

洗浄力も節水性も
ぐんとアップ
フロントオープンタイプ

２４時間３６５日体制で安全、
安心を提供する

花 巻ガス株 式 会 社

★

至 北上

下記の業務も承ります。

花巻南
IC

東北本線

技術サービスのご案内（税別）

ߏᚑ⚂ߢ

●
花巻中
●
若葉小

消防署●

＊施工部材、
工事費別途となります

〒

花巻信金
●

洗面化粧台

花巻市若葉町三丁目１６番２２号
☎０１９８ ２４ ６５１１

I 型 255cm

至 盛岡

定価463,536円
（税込）

450,000円（税込）

＊窓サッシは含まれておりません。
また、
施工部材、
工事費別途となります

花巻市文化会館 １Ｆ展示ホール
花巻駅

定価654,048円（税込）

会
場

東北自動車道

ホーローシステムキッチン エーデル

午前
前9時30分〜午後
分〜午後
分〜
〜午後
後4時

花巻南高
●

耐震システムバス レラージュライト 1616型（1坪）

商品番号33

2018

電気式全自動
洗濯乾燥機

約169分

食器洗い乾燥機
RSW-F402C-SV
約８人分

定価213,840
（税込）

135,000円（税込）
＊施工部材、工事費別途となります

花巻ガス

（平成30年12月末まで）

充実の商品
ラインナッ

プ

ビルトインコンロ
商品番号1

みなさまの暮らしを

楽しく

明るく

商品番号4

にする最新ガス機器大集合

＊ビルトインコンロの価格には標準取付工事費が含まれております。 ＊接続部材が必要な場合は別途請求となります。
＊ガス工事は別途お見積りとなります。

ガスのグリルって便利！魚焼きだけじゃ、
もったいない！
商品番号2

ラク

商品番号5

商品番号7

商品番号8

ラクックプレゼント
ココットプレート付属

ダッチオーブン付属

リッセ

ラクックプレゼント

ブリリオアルファ 幅75ｃｍタイプ

幅７５ｃｍタイプ

RHS71W23L8RSTW
定価237,600円（税込）

ココットプレート付属

デリシア 幅７５ｃｍタイプ

136,000円（税込）

PD-AF65WV-75GK
定価187,920円（税込）

お手入れセットプレゼント

商品番号3

RHS72W22E4R2D-STW
定価３３０，
４８０円（税込）

197,000円（税込）

フェイシス 幅75ｃｍタイプ

お手入れセットプレゼント

ココットプレート付属

129,000円（税込）

ラクックプレゼント
クッキングシートプレゼント

ガステーブル
商品番号10

グリル排気口のつぎ目を少なくし、凹凸を減ら
して、見た目にもすっきり開放感のあるフラット
シンプルなトッププレートです。

お手入れセットプレゼント

商品番号12

商品番号13

ラクシエファイン 幅59ｃｍタイプ

グランドシェフ 幅59ｃｍタイプ

S-シリーズ 幅59ｃｍタイプ

RTS65AWK14RG-C(L･R)
定価105,624円（税込）

RT66WH1RG-BA(L･R)
定価81,864円（税込）

PA-A93WCR（L･R）
定価96,984円（税込）

PA-63WCK（L･R）
定価91,584円（税込）

56,000円（税込） 43,000円（税込） 55,000円（税込） 48,000円（税込）
商品番号19

ココットプレート付属

お手入れセットプレゼント

ラクックプレゼント 木製プレートプレゼント クッキングシートプレゼント

ラクックプレゼント 木製プレートプレゼント クッキングシートプレゼント

ハイブリッド給湯暖房システム

木製プレートプレゼント

クッキングシートプレゼント

シングルハイブリッド一体100Lタイプ
●ヒートポンプユニット●タンクユニット●熱源機
●連結据置台●タンク配管カバー（L･R）●リモコンセット
定価891,000円（税込） ＊部材、取付工事費は含まれておりません

600,000円（税込）

商品番号20

屋外壁掛型

1,600,000円（税込）
＊部材、取付工事費は含まれておりません

エネファームを設置すると国から補助金がでます。
補助金
,000円 各種条件あり
最大

電気とお湯を同時につくる、
エネファーム
都市ガス・ＬＰガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応さ
せて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。発電の時にでた
熱も給湯に利用します。

セイフィー 幅59ｃｍタイプ

NLW2273TS（L･R）
定価102,384円（税込）

NLW2277TBEM
定価75,384円（税込）

61,000円（税込） 45,000円（税込）
20号

オートタイプ

給湯

20号屋外壁掛けオートタイプ

20号屋外壁掛けオートタイプ

GX-H2002AW-1
本体+標準リモコンセット
定価379,080円（税込）

RUF-E2005SAW(A)
本体+標準リモコンセット
定価374,760円（税込）

172,000円（税込）

172,000円（税込）

＊部材、取付工事費は含まれておりません

＊部材、取付工事費は含まれておりません

FH-E208AWL
本体+ボイスリモコンセット
定価387,720（税込）

172,000円（税込）
＊部材、取付工事費は含まれておりません

炊飯鍋3号プレゼント

商品番号9

油はねガードＬプレゼント

油はねガードを使うと
グリル庫内への油はね

クックボックスプレゼント

二口タイプ ファミ 幅60ｃｍタイプ

99.9％カット

N2WQ8RWTS6SI
定価140,400円（税込）

77,000円（税込）

レンジフード

炊飯鍋3号プレゼント

フィルターがないから、お手入れ簡単！
商品番号17

商品番号18

幅60cmタイプ

幅60cmタイプ

幅75ｃｍタイプ

OGR-REC-AP601R/LSV
定価208,440円（税込）

LGR-3R-AP601SV
定価143,640円（税込）

NFG7S20MSI
定価99,360円（税込）

＊部材、取付工事費は含まれておりません

＊部材、取付工事費は含まれておりません

＊部材、取付工事費は含まれておりません

ファンや内部のお掃除がなくなる！
新機能オイルスマッシャー搭載。

ララ 幅59ｃｍタイプ

商品番号22

20号屋外壁掛けオートタイプ

159,000円（税込）

114,000円（税込）

波型プレートＬプレゼント

150,000円（税込） 110,000円（税込） 70,000円（税込）

商品番号21

商品番号23

ピアットマルチグリル 幅75ｃｍタイプ

商品番号16

商品番号15

ガスふろ給湯器
全機種

120

78,000円（税込）

商品番号14

ラクシエ 幅59ｃｍタイプ

お手入れセットプレゼント

PD-600WS-60CV
定価149,040円（税込）

便利機能を選んで
「ラク家事」
実現！ ＊ガステーブルの価格には、ゴム管・ゴム管止め・取付費が含まれております。
商品番号11

ココットプレート付属

クッキングシートプレゼント

N3WS2PWAS6STE
定価204,120円（税込）

N3S09PWASPSSTES
定価267,840円（税込）

S-シリーズ 幅60ｃｍタイプ

RS31W27P14DGVW
定価１６５，
２４０円（税込）

ピアットライト 幅７５ｃｍタイプ

木製プレートプレゼント

商品番号6

マイトーン 幅60ｃｍタイプ

82,000円（税込）

84,000円（税込）

木製プレートプレゼント

PD-810WV-75GX
定価226,800円（税込）

クックボックスプレゼント

キャセロールＬプレゼント

追いだき

電気温水器・石油ボイラーから
お取り替えのお客さまに限り、

30,000円
値引きいたします！
！

さらに

10,000円 値引きいたします！
ガステーブルとセットの場合は
3,000円 値引きとなります。

ビルトインコンロとセットでお買い上げで

ガス炊飯器

商品番号24

商品番号25

直火匠

ガス炊飯器

高火力で素早く炊きあげ

２〜１１合
タイマー・ジャー機能付き
定価103,680円（税込）

るのでお米本来のおいし
さを引き出します。

RR-100MST2(DB)

PR-18EF
２〜１１合
セパレート機能で持ち運びらくらく。
定価25,704円（税込）

72,000円（税込） 19,000円（税込）

＊取付には専用ガスコード
（別売）
が必要です。

ガスファンヒーター

石油暖房機

商品番号26

商品番号28

商品番号29

FF式石油暖房機
木造18畳まで、
コンクリート造29畳まで
FFR-G7040SX Q
定価224,640円（税込）

FF式石油暖房機
木造9畳まで、
コンクリート造15畳まで
FF-3510TL P
定価142,560円
（税込）

商品番号27

限定
20台

限定
20台

都市ガス13Aのみ
木造11畳まで、
コンクリート造15畳まで
SRC-364E
オープン価格

プロパンガスのみ
木造11畳まで、
コンクリート造15畳まで
GFH-4004S
オープン価格

21,000円 21,000円

160,000円 85,000円

＊部材、取付工事費は含まれておりません

＊部材、取付工事費は含まれておりません

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

掲載商品以外でも、
展示会価格となっております。 掲載の商品は予告なく変更となる場合があります。

