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■ステンレスフェイス
■前面パネルフラット
■ワイドグリル
■無水両面焼

N3WS6PWAS6STE ¥135,000（税込） ¥207,900（税込）メーカー希望小売価格

らくらくリースプラン 8年

月々 ￥1,840～

3周年記念！！ おすすめ！！ ビルトインコンロ ガステーブル
コンロ

※標準取付費、ゴムホース、
　処分費〈¥2,000（税込）相当～〉サービス

ガス瞬間湯沸かし器

※取付工事費別途

お知らせサイン機能搭載
安全装置の作動や
電池残量を光ってお知らせ

※標準取付費、部材費は別途必要となります。
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RHS71W30E13RCSTW ¥218,800（税込） ¥336,600（税込）メーカー希望小売価格

RHS71W31E13RCSTW ¥228,000（税込）

¥246,800（税込）

 ¥350,900（税込）メーカー希望小売価格

 ¥330,200（税込）価格改定後の通常販売価格  ¥374,300（税込）価格改定後の通常販売価格

PD-831WST-60GJ ¥155,800（税込） ¥239,800（税込）メーカー希望小売価格
PD-809WS ¥134,500（税込） ¥206,800（税込）メーカー希望小売価格

3

■ココットプレート付属
■イージークリーン
■ガラストップ
■水なし両面焼グリル

RHS71W23L7RSTW ¥165,000（税込） ¥254,100（税込）メーカー希望小売価格

PA-S42B ¥ 32,000（税込） ¥49,280（税込）メーカー希望小売価格

PH-5BX

¥ 30,070（税込）
 ¥40,150（税込）メーカー希望小売価格

7

■ホーロートップ
■無水片面焼グリル
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■ラ・クック同梱
■クリアガラストップ
■オートメニュー機能
■水なし両面焼グリル

■ラ・クック同梱
■クリアガラストップ
■オートメニュー機能
■水なし両面焼グリル

らくらくリースプラン 8年

月々 ￥2,130～

らくらくリースプラン 8年

月々 ￥1,320～

らくらくリースプラン 8年

月々 ￥1,840～

らくらくリースプラン 8年

月々 ￥2,260～

■ザ・ココット＆
　ココットプレート付属
■専用アプリ対応
■温度調節機能
■水なし両面焼グリル

在庫台数に限りがございますので、在庫完売の際はメーカー注文販売となります。新型コロナウイルスの影響によりガス機器、住宅設備に使用している部品の素材不足
が長期化しており、ガス機器、住宅設備の納品にも遅延が発生しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご協力とご理解を賜りますようお願いいたします。

DELICIA

ajiwaza
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2022年5月

スマッセ3周年記念セール
ご来場のお客さまには来場特典としてボックステッシュ1パック（５箱入り）プレゼント！！ ぜひご家族でお越しください！！  ※１家族につき１パックとさせていただきます

おかげさまで3周年！ 感謝の気持ちで大特価にて販売します！！

お電話でのご注文も承ります。　  商品番号をお伝えください。00

0193-22-3535㈹ 0193-22-3542
〒026-0031 岩手県釡石市鈴子町147-5　URL : https://www.kamaishigas.co.jp

釡石ガスショールーム

営業時間：9:00～17:00（収納窓口：18時まで）
休　業　日：年末年始（12/29～1/3）・お盆（8/13～8/16）関連会社 釡石ガス工事㈱ ガス設備・水道設備工事・火災警報器・家庭用消火器取扱

ホームページはコチラから！

お問合わせは当社ホームページをご覧いただくか、下記電話番号までお気軽にお電話ください。

※掲載写真は全てイメージです。

釡石ガス カルチャー教室 2022年6月

6 7
10:00-14:00

㊋
講　師／雁部康子先生
定　員／８名
参加費／1,500円（税込）
応募締切／5月２4日㊋

料 理 教 室

6 4
10:00-12:00

㊏
講　師／小池泰子先生
定　員／8名
参加費／1,500円（税込）
応募締切／5月２1日㊏

パステルアート教室

～さくらんぼ～
初夏をかわいらしく
表現してみましょう♪

～干しぶどう酢から手作りします～
・ビターアラブのパン／・コーンブレッド／干しぶどう酢を使ったメニュー ２種

6 28
10:00-14:00

㊋
講　師／大久保恵理子先生
定　員／８名
参加費／1,500円（税込）
応募締切／6月14日㊋

料 理 教 室 ～ヘルシーで美味しい料理を～
・低糖質のシューマイ／・トマトの麻婆豆腐／・オートミールのマフィン

講　師／三浦尚子先生
定　員／８名
参加費／1,500円（税込）
応募締切／6月１1日㊏

6 25
10:00-12:00

㊏

アートクレイシルバー教室 ～オリジナルシルバーアクセサリーレッスン～
アクセサリーやキーホルダーなど色々なものが作れます♪

《お申込み方法》お電話・FAX・窓口のいずれかでお申込みください。
TEL:0193-22-3535　FAX：0193-22-3542

（液晶タイプ）

■  3万円～10万円未満 1,000円分
■10万円～20万円未満 2,000円分
■20万円～30万円未満 5,000円分
■30万円～　　　※各税込 10,000円分

期間中商品をご成約のお客さまに、金額に
応じて三菱UFJニコスギフトカードを
もれなくプレゼントいたします！

らくらくリースプラン 8年 月々 ￥3,120～

らくらくリースプラン 8年 月々 ￥2,990～

PD-509WS-60CV ¥96,500（税込） ¥148,500（税込）メーカー希望小売価格

■グリル調理タイマー
■コンロ調理タイマー
■温度キープ機能
■水なし両面焼グリル

NLG2292WHR ¥ 32,000（税込） ¥49,280（税込）メーカー希望小売価格

■ホーロートップ
■無水片面焼グリル

釡石ガスショールーム

会場はコチラ！

釡石市鈴子町147番地5
☎0193-22-3535
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283 イオンタウン釡石

ファミリーマート
セブンイレブン

釡石駅

三陸鉄道釡石ガスショールーム

駐車場完備

釡石市・大槌町内で、コロナウイルス感染症の感染拡大が確認された場合、ショールームへのご来場をお断り
させていただく場合がございます。ホームページをご覧いただくかお電話にてお気軽にお問い合わせください。

ガス機器買い替えをご検討中のお客さまへ
【チラシ掲載以外の商品についてもキャンペーン価格で販売いたしますので、お気軽にご連絡ください。】

ノーリツ製品・パロマ製品　7月1日より値上げ！！
リンナイ製品が4月1日より値上げ改定となりましたが、パロマ製品、ノーリツ製品も7月1
日から価格が値上げ改定となります。
ガス機器の買い替えをご検討中のお客さまにおかれましては、現行価格での販売は6月
29日受付分までとさせていただきますので、お早めのご判断をおすすめいたします。

※高効率給湯風呂釡　価格一例

FH-E2422SAWL（フルオート）　※MFC-E226Vリモコンセット

※設置工事費別途

　　　　　　６月３０日まで
本体価格　¥411,400（税込）

GT-C2462AWX-2（フルオート）　※RC-J101Eリモコンマルチセット
価格改訂前

　　　　　　７月１日から
本体価格　¥440,330（税込）
価格改訂後

※設置工事費別途

　　　　　　６月３０日まで
本体価格　¥466,400（税込）
価格改訂前

　　　　　　７月１日から
本体価格　¥499,180（税込）
価格改訂後

!

Gift C
ard

らくらくリースプラン 8年

月々 ￥1,890～

ガス衣類乾燥機

スタンダードタイプ
左右 可変ドア
乾燥容量 5.0kg

洗濯物が多い
大家族向けには
8.0kgタイプ
もございます。

5kg

5kg 162で約 分

5kg 281で約 分

5kg 52で約 分

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

電気ヒーター式
全自動洗濯乾燥機

■ガス衣類乾燥機（乾太くん）：リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥
　試験実施：リンナイ㈱
■条件：実用衣類5kg（綿50%、化繊50%）/脱水度70%、RDT-54S-SV・標準コースで算出。
　ガス種：LPGでの場合で約52分

¥138,000（税込）
RDT-54S-SV  ¥196,020（税込）メーカー希望小売価格その他部材セット

※工事費・ガス配管費用等は別途お見積りいたします。

セール特別
セット価格

24

22 3周年キャンペーン価格3周年キャンペーン価格 今なら！ ¥279,800（税込）23 3周年キャンペーン価格3周年キャンペーン価格 今なら！
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■標準取付工事費、部材、工事費、ガス配管費用等は別途お見積もりいたします。　■表示価格は、本体価格に消費税等相当額 10%を含めて記載しております。　■景品等が万一品切れの際は代替品にてご容赦ください。
■このチラシの商品写真は実物と異なる場合があります。また、印刷色のため、実物と色合いが多少異なる場合があります。

★ “らくらくリースプラン” について
らくらくリースプランは、弊社業務提携会社の「T&D リース」との契約が必要です。リース機器には保険が付保されていますので、
修理費用の出費を抑えられます。契約条件等はお気軽にお問い合わせください。リースプランの表示価格は全て本体購入分の金額
です。工事費を含めたリースプランも可能です。

ユニットバス：解体 /廃材処分 /給排水工事電気工事 /大工工事 /組立費　システムキッチン：撤去処分 /給排水工事 /電気工事 /組立費
トイレ：撤去処分 /給排水工事 /取付工事　洗面化粧台：撤去処分 /給排水工事 /組立費

各種標準
工事内容

※標準工事費はあくまで目安です。
　現地調査の結果、追加工事が
　発生する場合がございます。

システムキッチン セパレートキッチン

ユニットバス
洗面化粧台 トイレ

家事らくシンクで
「洗う・切る・捨てる」の

作業をスムーズに！

シンプルに、そして
トレンド感を詰め込んだ
コストパフォーマンス
パッケージ。

¥483,000（税込）
 ¥604,450（税込）定価

らくらくリースプラン 10年

月々 ￥5,400～

¥690,000（税込）
 ¥986,150（税込）定価

らくらくリースプラン 10年

月々 ￥7,720～

¥105,000（税込）
 ¥131,780（税込）定価

らくらくリースプラン 5年

月々 ￥2,180～

¥92,000（税込）
 ¥132,550（税込）定価

らくらくリースプラン 5年

月々 ￥1,910～

トレーシア 〈間口2,550mm〉 アーバス すみれSTEDIA スタイリッシュプラン

標準工事費 690,000円（税込）

BJK Mプラン 〈１坪〉 ユアシス 〈１坪〉 ミーナ 〈１坪〉

銀の効果でヌメリを軽減！
　　　　　「水切りフロアーAg」

遊ぶ。育む。
親子のきずな、あったまる。

２つの「包む」であたたかさ続く。
あったか２重層。

メーカー希望小売価格

¥600,000（税込）
 ¥1,335,840（税込）

アメージュZ

標準工事費 50,000円（税込）

BGA 〈間口750mm〉
ウィット 〈間口750mm〉

¥59,400（税込）
 ¥118,800（税込）メーカー希望小売価格

標準工事費 35,000円（税込）

標準工事費 44,000円（税込）標準工事費 220,000円（税込）

お見積り特典
お掃除セット詰合せ
プレゼント！

メーカー
ショールーム
招待特典

期間中弊社担当者同行のうえ、クリナップ、タカラスタン
ダードショールームへご訪問いただいた方へ5,000円分
の三菱UFJニコスギフトカードをプレゼントいたします。

2022年
6月30日
まで

らくらくリースプラン 10年 月々 ￥6,720～

¥55,400（税込）
 ¥69,300（税込）メーカー希望小売価格 ¥107,000（税込）

 ¥214,500（税込）メーカー希望小売価格

らくらくリースプラン 5年 月々 ￥2,220～

メーカー希望小売価格

¥500,000（税込）
 ¥1,012,000（税込）

らくらくリースプラン 10年 月々 ￥5,600～

メーカー希望小売価格

¥490,000（税込）
 ¥704,000（税込）

らくらくリースプラン 10年 月々 ￥5,480～

11

SH-GTHC2410AD-2 BL

¥490,000（税込）
 ¥959,860（税込）メーカー希望小売価格

らくらくリースプラン 10年

月々 ￥5,480～

ガスと電気で
スマートにお湯をつくる、
世界最高レベルの
省エネ性と環境性。

ユコアHYBRIDご採用で
「マイクロバブル」と「暖房端末」を１点もれなくプレゼント！

※部材、工事費、ガス配管費、別途見積りいたします。

選べる温水暖房端末
プレゼントキャンペーン

ハイブリッド給湯器と温水式床暖房はベストマッチ！

足元から
温風広がる
パワフル暖房。

２０マイクロメートルという微細な
気泡がお湯とともに噴出。
浴槽内にお湯の流れを生み出し、
いつでも暖かいお湯でお肌を包みます。

輻射熱方式で
マイルド暖房。

暖
房
端
末
①
②
③
、

お
好
き
な
ア
イ
テ
ム

１
点
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

その他各種メーカーお取り寄せ可能ですので、お気軽にご相談ください。　☎0193-22-3535

マイクロバブル
床暖房マット
MD-XEシリーズ

①

温水式パネルヒーター
PHシリーズ

③
温水ルームヒーター
RHシリーズ

②

今ならさらに10%OFF!!今ならさらに10%OFF!!

今ならさらに10%OFF!!


