
富山市黒崎405-6
開館時間/10：00～17：00
休館日/水曜日（祝日を除く）

【受付時間】  平日 9：00～18：00　土曜日 9：00～17：00　※日祝日・お盆・年末年始を除く。
0570-024-077お問い合わせ、お見積りなどは

お気軽にお電話ください。
※価格・特典は当社のガスをご利用のお客さまに限ります。
※住宅のご新築時など適用できない場合があります。

カタログ有効期限 ： 2019年9月末日

さま　ご使用中の主なガス機器

担当者：

安全性の高い最新コンロ
やレンジフードをお客さま
の使い方にあわせてご提
案いたします。

北陸の寒い冬を乗り切るに
は、パワフルなガス暖房が
最適です。また内窓の設置
など効率的にお部屋を暖
めるご提案をいたします。

・コンロの調子が悪い
・安全性が気になる
・調理のニオイが残る

安全性の高い最新コンロ
やレンジフードをお客さま
の使い方にあわせてご提
案いたします。

・なかなか暖まらない
・足元が寒い
・結露がひどい

・使っているものが古い
・浴室が寒い
・お湯がすぐ冷める

システムバスや浴室用の
暖房などお風呂で快適に
過ごすための手段など、こ
れからの使い方をふまえた
ご提案をいたします。

・外壁にひび割れがある
・塗装が剥げてきた
・雨漏りがする

長く快適に暮らすためには
外まわりも重要な要素で
す。傷んだところの修復は
もちろん、家全体を長持ち
させるご提案をいたします。

キッチン

リビング

お風呂

外まわり

型　式品　名 製造年月

～  くらしのお困りごとは私たちにお任せください !  ～
ガスのことからお住まいのことまで

ショールームを
360°バーチャル
体験できます。

「西赤田」
バス停より
徒歩3分



35％
off

35％
off

グリル料理が手軽にできる！グリル料理が手軽にできる！ スタンダードでラ・クックが使えるスタンダードでラ・クックが使える シニア世帯にオススメ！充実の安全機能シニア世帯にオススメ！充実の安全機能

利便性と清掃性の二刀流利便性と清掃性の二刀流 他と差がつく、こだわりカラー他と差がつく、こだわりカラー お手入れラクラク！サッと拭くだけ！お手入れラクラク！サッと拭くだけ！

0570-024-077

Siセンサーコンロ テーブルタイプ 配達・取付費込

デラックスシリーズデラックスシリーズ

スタンダードシリーズスタンダードシリーズ

エコノミーシリーズエコノミーシリーズ コンパクトシリーズコンパクトシリーズ
50％
off

50％
off

30％
off

30％
offガス炊飯器 小型湯沸器

工事費別途
工事費別途

タイマー付き炊飯ジャーには専用ホースが必要です。

価格（税別）
0.5m 1m 1.5m 2m
2,400円 2,560円 2,880円 3,200円

長さ

タイマー付き炊飯ジャー炊飯ジャー炊飯器

［27］リンナイ ラクシエ
RTS65AWK1R-C（L/R）

○メ 89,800円（税別）
高さ218×幅596×奥行49358,300円（税別）

（税込 62,964円）

44,000円（税別）
（税込 47,520円）

21,900円（税別）
（税込 23,652円）

22,400円（税別）
（税込 24,192円）

18,400円（税別）
（税込 19,872円）

42,100円（税別）
（税込 45,468円）

45,300円（税別）
（税込 48,924円）

58,300円（税別）
（税込 62,964円）

61,600円（税別）
（税込 66,528円）

［28］パロマ グランドシェフ
PA-A93WCR（L/R）

○メ 89,800円（税別）
高さ183×幅595×奥行496

［29］ノーリツ ラックリーナ
NLW2269AAFSG（L/R）

○メ 94,800円（税別）
高さ180×幅595×奥行511

［24］リンナイ
ラクシエファイン
RT66WH7R-CW（L/R）

○メ 67,800円（税別）
高さ218×幅596×奥行495

［25］パロマ エブリシェフ
PA-360WA（L/R）

○メ 64,800円（税別）
高さ183×幅592×奥行500

［26］ノーリツ セイフィー
NLW2277TBEM

○メ 69,800円（税別）
高さ180×幅595×奥行511

［21］リンナイ
RT64JH6S-G（L/R）

○メ 43,800円（税別）
高さ218×幅596×奥行452

［22］パロマ
PA-S42B-（L/R）

○メ 44,800円（税別）
高さ180×幅592×奥行461

12,800円（税別）
（税込 13,824円）

［23］リンナイ
RT34NJH7S-C（L/R）

○メ 36,800円（税別）
高さ218×幅560×奥行444

［31］パロマ 5合炊き
PR-09EF

○メ 21,800円（税別）
高さ237×幅256×奥行279

15,200円（税別）
（税込 16,416円）

18,000円（税別）
（税込 19,440円）

33,400円（税別）
（税込 36,072円）

67,200円（税別）
（税込 72,576円）

24,800円（税別）
（税込 26,784円）

25,500円（税別）
（税込 27,540円）

25,900円（税別）
（税込 27,972円）

19,400円（税別）
（税込 20,952円）

14,500円（税別）
（税込 15,660円）

［32］リンナイ 1升炊き
RR-100GS-C

○メ 20,800円（税別）
高さ349×幅309×奥行283

※写真は［34］の
　一升炊き

［33］パロマ 1升炊き 
PR-200J

○メ 25,800円（税別）
高さ296×幅300×奥行366

［34］リンナイ 5合炊き
RR-050VM(DB)

○メ 27,800円（税別）
高さ290×幅259×奥行235

※写真は［36］

［35］パロマ 5合炊き
PR-S10MT

○メ 47,800円（税別）
高さ255×幅290×奥行357

［36］リンナイ 1升炊き
RR-100MST2（PS）

○メ 96,000円（税別）
高さ320×幅304×奥行440

［41］ノーリツ
GQ-530MW
○メ 35,500円（税別）

［42］パロマ
PH-5BV
○メ 36,500円（税別）

［43］リンナイ
RUS-V51YT（SL）
○メ 37,000円（税別）

※写真は［31］

肉じゃがやカレーなどのふだん使いからロー
ストビーフやケーキなどの本格料理までがグ
リルの中で簡単に調理できます！ また、お皿
代わりにそのまま食卓に出すことができて、
別皿に移し替える手間や洗う時間も短縮！！

リンナイ
ココットダッチオーブン

RBO-D2V
○メ 16,000円（税別）

10,800円（税別）
（税込 11,664円）

ノーリツ
キャセロール
DP0148

○メ 13,500円（税別）

6,400円（税別）
（税込 6,912円）

パロマ
ラ・クック
PGD-10R

○メ 8,000円（税別）

※対応機種等の詳細はお問い合わせください。

水無し片面焼
クリスタルコート天板

水無し両面焼
ココットプレート（別売）使用可

クリスタルコート天板
水無し両面焼き

ラ・クック（別売）使用可

プラチナカラー天板

パールクリスタル天板
水無し両面焼

ココットプレート（別売）使用可

オートグリル
イージークリーン

ハイパーガラスコート天板
オートグリル

水無し両面焼
ラ・クック（別売）使用可

プラチナブラックアルミ天板
オートグリル

水無し両面焼き

水無し両面焼
ホーロー天板
鍋無し検知

シンプルでリーズナブルなコンロ あんしんモード搭載 幅５６㎝のコンパクトタイプ

水無し片面焼
ホーロー天板

水無し片面焼
クリスタルコート天板

いつもの料理をもっと美味しく・簡単に！！最新コンロのグリル de



● お問い合わせ、お見積りなどはお気軽にお電話ください。 0570-024-077
ガスコンロは安全性もGOOD!  全商品全てのバーナーに
温度センサーが搭載された　　　　　　　  です!

35％
off

Siセンサーコンロ ビルトインタイプ 工事費別途

［8］リンナイ デリシア３V
RHS71W22E6R2-STW
○メ 285,000円（税別）

185,200円（税別）
（税込 200,016円）

222,300円（税別）
（税込 240,084円）

218,000円（税別）
（税込 235,440円）

187,500円（税別）
（税込 202,500円）

グリルでオート冷凍食品調理が可能！

プレミアシリーズプレミアシリーズ

［9］ノーリツ プログレ
N3S05PWASKSTEC
○メ 288,500円（税別）

天板液晶画面で操作性がアップ「デリシアプリ」でプロのレシピを簡単調理！

［10］リンナイ デリシア１００V
RHS72W22E4V2D-STW
○メ 342,000円（税別）

※100V電源が必要です
※100V電源が必要です

［11］ノーリツ プログレプラス
Ｎ３Ｓ０３ＰＷＡＳＫＳＴＥＳＣ
○メ 335,500円（税別）

デラックスシリーズデラックスシリーズ

スタンダードシリーズスタンダードシリーズ
シンプルでリーズナブル 充実の安全機能と選べる天板カラー 親水アクアコートで清掃性アップ！

99,400円（税別）
（税込 107,352円）

［2］リンナイ 
マイトーン
RS31W27P14DGVW
○メ 153,000円（税別）

99,400円（税別）
（税込 107,352円）

［3］ノーリツ ファミ
Ｎ３ＷＱ６ＲＷＡＳＫＳＩ
○メ 153,000円（税別）

Siセンサーコンロに搭載されている温度センサーは、鍋底の温度を見張り、
調理油が危険温度になる前や鍋が焦げ付きはじめた場合に自動消火します。

ラ・クック（別売）使用可
ハイパーガラスコート天板

ココットプレート付属
パールクリスタル天板
オートグリル
感震停止

クックボックス（別売）使用可
オートグリル
ガラス天板

ココットダッチオーブン（別売）使用可
ガラス天板

感震停止
オートグリル

鍋無し検知

ココットプレート付属

スモークオフ
スマホ連動

ココットプレート付属

スモークオフ
ガラス天板

感震停止
スマホ連動

ココットダッチオーブン付属
オートグリル

鍋無し検知

キャセロール付属

スモークカット
鍋無し検知

感震停止
ガラス天板

プレートパン付属
オートグリル

キャセロール付属

スモークカット
鍋無し検知

感震停止
ガラス天板

プレートパン付属
オートグリル

温度センサー

充実の機能で料理の楽しさ実感！

［4］パロマ ブリリオ
PD-701WS-75CV
○メ 175,000円（税別）

113,700円（税別）
（税込 122,796円）

ハイパーガラスコート天板
オートグリル
ラ・クック付属

多彩な機能をお手頃価格で

［7］ノーリツ ピアット〔マルチグリル〕
N3S09PWASKSTE
○メ 240,000円（税別）

156,000円（税別）
（税込 168,480円）

キャセロール（別売）使用可
ガラス天板 オートグリル
スモークカット

プレートパン付属

焼き網に代わる新しい調理法“マルチグリル”

［5］パロマ フェイシス
PD-811WS-75GX
○メ 218,000円（税別）

141,700円（税別）
（税込 153,036円）

ガラス天板
オートグリル
ラ・クック付属

デザインにこだわったラ･クック同梱モデル

［6］リンナイ リッセ
RHS71W23L9RSTW
○メ 220,000円（税別）

143,000円（税別）
（税込 154,440円）

ガラス天板
オートグリル スモークオフ

ココットプレート付属

感震停止

グリルからの煙をカットするスモークオフ機能搭載

89,700円（税別）
（税込 96,876円）

［1］パロマ 
エスシリーズ
PD-600WS-60CK（60㎝）
○メ 138,000円（税別）



ガス会社だから水まわりに強い！水まわり機器 ガス会社は、日々、お客さまのお宅で、台所や浴室など、住まいのお悩みに接しています。
そのような経験から、どのような提案をすればお客さまが快適に暮らせるか…をいつも真剣に考えています。

システムキッチンシステムキッチン 収納や使いづらさの悩みを解決 工事費別途

システムバスシステムバス 寒い・危ない・お掃除大変のお悩みを解決 工事費別途

トイレトイレ 掃除のわずらわしさを解決、しかも節水 工事費別途 洗面化粧台洗面化粧台 高い清潔性と収納不足を解消 工事費別途

25％
off

30％
off

30％
off

25％
off

30％
off

42.3万円～
（税別）

○メ 847,000円（税別）～

（税込 456,840円～）
40.9万円～（税別）

○メ 818,000円（税別）～

（税込 441,720円～）

41.8万円～（税別）

○メ 837,000円（税別）～

（税込 451,440円～）

29.1万円（税別）
○メ 389,000円（税別）

（税込 314,280円）
12.5万円

（税別）

○メ 178,600円（税別）

（税込 135,000円）

19.8万円（税別）
○メ 284,000円（税別）

（税込 213,840円）
21.3万円（税別）
○メ 284,000円（税別）

（税込 230,040円）

42.8万円～
（税別）

○メ 857,000円（税別）～

（税込 462,240円～）

● ひろびろ陶器ボウル
● エアインスイング水栓
● 奥ひろ収納
● 3Wayキャビネットタイプ
● 三面鏡（LED照明）

※品番・価格は幅によって異なります。

86,100円（税別）［401］ノーリツ クララ 
NFG6S14MSI（L/R）
○メ 123,000円（税別）

※写真は［406］

（税込 92,988円）
114,100円（税別）［402］ノーリツ クララタッチ

NFG6S15MSI（L/R）
○メ 163,000円（税別） （税込 123,228円）

93,100円（税別）［403］リンナイ
ＬＧＲ-３Ｒ-ＡＰ６０１ＳＶ
○メ 133,000円（税別） （税込 100,548円）

114,100円（税別）［404］リンナイ
XGR-REC-AP603SV
○メ 163,000円（税別） （税込 123,228円）

142,100円（税別）［405］パロマ
PRH-VRASE751 L/R
○メ 203,000円（税別） （税込 153,468円）

135,100円（税別）［406］リンナイ
ＯＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ６０１Ｒ/ＬＳＶ
○メ 193,000円（税別） （税込 145,908円）

レンジフード 面倒なお掃除サヨナラ！！ 工事費別途

TOCLAS
Ｂｂ スタイリッシュ

TOTO
ネオレスト AH2W

●ハイグラーナカウンター
●シンクもカウンターも人造大理石
●ハンドシャワー水栓
●薄型レンジフード

●人造大理石天板
●美・サイレントシンク
●シャワーホース水栓
●スリム型レンジフード
●LED流し元灯

50％
off

50％
off

50％
off

50％
off

●きれい除菌水
●セフィオンテクト
●フチなし形状／トルネード洗浄

TOTOだけの3つの強みで、
黒ずみを抑えて自動できれいに。

※ガスコンロを含まない価格となります。お好きなコンロをお選びください。 ※ガスコンロを含まない価格となります。お好きなコンロをお選びください。



● お問い合わせ、お見積りなどはお気軽にお電話ください。

お得な料金メニュー
「エコライフ料金」適用

10年間の
安心メンテナンス

エネファームについて
詳しくはお問い合わせ

ください。

エコジョーズ多機能タイプエコジョーズ多機能タイプ

エネファームエネファーム

工事費別途

工事費別途

給湯器や暖房機器はパワフルなガスに
お任せください。給油やお湯切れの心配もなく、
安心してお使いいただけます。

ガス給湯器

0570-024-077

「エネファーム」とは？ 発電状況や
電力使用量などは
リモコン画面で
確認できます。

を1台で行うシステムです。発電 給湯 暖房

「エネファーム」のメリット

エコジョーズ単機能タイプエコジョーズ単機能タイプ 工事費別途

工事費別途ハイブリッド給湯器ハイブリッド給湯器

暖房専用熱源機暖房専用熱源機 工事費別途

Panasonic エネファーム

30％
off

30％
off

35％
off

35％
off

1台で給湯・追い焚き・暖房ができる！1台で給湯・追い焚き・暖房ができる！1台で給湯・追い焚き・暖房ができる！ 従来型より省エネ性能アップ！従来型より省エネ性能アップ！従来型より省エネ性能アップ！

○メ 428,000円（税別）

278,200円（税別）

273,600円（税別）
○メ 421,000円（税別）

［102］ノーリツ 24号
GTH-C2449SAWD-2-BL
RC-J112Eマルチセット

（税込 295,488円）※写真は［102］

※写真は［131］

※写真は［111］

529,700円（税別）
（税込 572,076円）

563,900円（税別）
（税込 609,012円）

［141］リンナイ エコワン  
RHP-R222（E）、
RTU-R1002（E） ＭＢＣ-３０１ＶＣ（A）
○メ 815,000円（税別）

［142］ノーリツ
ＳＨ-ＧＴＨＣ２４１０ＡＤ-1 ＢＬ
HP-2202BL RC-G057PEマルチセット H71
○メ 867,600円（税別）

※写真は［141］

［131］リンナイ
RH-S101W
○メ 102,300円（税別）

71,600円（税別）
［132］ノーリツ
GH-712W
○メ 108,000円（税別）

75,600円（税別）
（税込 77,328円） （税込 81,648円）

（税込 300,456円）

（税込 950,400円）
880,000円（税別）
都市ガス仕様

（税込 1,004,400円）
930,000円（税別）
LPガス仕様

［101］リンナイ 24号
RVD-E2405SAW2-1（A）
MBC-230VC

ガス衣類乾燥機 洗濯物が乾かないストレスを解消！

天候を問わず、スピード乾燥！

※専用ユニット台、排湿筒等が別途必要です。
※お取替の場合、リサイクル料、収集運搬費（税別４，000円）が別途必要です。

［301］リンナイ
RDT-52SA ５kg乾燥

○メ 158,000円（税別）
高さ684×幅654×奥行545

工事費別途

102,700円（税別）
（税込 110,916円）

35％
off

125,300円（税別）
（税込 135,324円）

［111］パロマ 20号
PH-EM2004AWL 
MC-130V
○メ 179,000円（税別）

122,100円（税別）
（税込 131,868円）

［112］ノーリツ 20号
GQ-C2034WS BL 
RC-7607M
○メ 174,500円（税別）

131,200円（税別）
（税込 141,696円）

［113］ノーリツ 24号
GQ-C2434WS BL 
RC-7607M
○メ 187,500円（税別）

133,400円（税別）
（税込 144,072円）

［114］リンナイ 24号
RUX-E2406W 
MC-145V 
○メ 190,700円（税別）



壁掛タイプ

35％
off

温水式ルームヒーター温水式ルームヒーター

温水コンセント壁用温水コンセント床用

温水式ルームヒーターには
専用ホースが必要です。

ノーリツ
1.2m FMOT-006-1(B) 7,200円
1.2m P-1.2 8,000円

リンナイ
長さ 型式 価格（税別）メーカー

工事費別途

○メ 87,000円（税別）

56,500円（税別）
［151］ノーリツ
RH-5604RNA-WH-BL

（税込 61,020円）

～15畳

○メ 98,000円（税別）

63,700円（税別）
［152］リンナイ
RFM-Y60EB

（税込 68,796円）

～15畳

暖房機器

温水式浴室暖房乾燥機温水式浴室暖房乾燥機 工事費別途

40％
off

40％
off

40％
off

天井埋込タイプ

※写真は［121］

○メ 102,000円（税別）

［121］リンナイ 
1坪天井埋込型
RBH-C338K1P

61,200円（税別）
（税込 66,096円）

49,100円（税別）
（税込 53,028円）

49,200円（税別）
（税込 53,136円）

60,700円（税別）
（税込 65,556円）

○メ 101,300円（税別）

［122］ノーリツ 
１坪天井埋込型
ＢＤＶ-３３０６ＡＵＫＮＳＣ-ＢＬ

※写真は［124］

オープン価格

［123］リンナイ １坪壁掛型
ＲＢＨ-Ｗ４１３Ｋ-ＣＰ

○メ 82,000円（税別）

［124］ノーリツ 
１坪壁掛型
BDV-4107WKN

ガス機器ご使用の際には、必ず「取扱説明書」を
お読みの上、正しくご使用ください。
据え付け方法や据え付け場所等に関しては、係員と
ご相談ください。ご注意

カタログ
掲載商品の
お申込方法

❶ご注文はTEL・インターネットにてお申し込みください。
　
❷お支払方法は、現金一括払い以外にクレジットカード
（ 　 ・　　  ・　　　） をご利用いただけます。

■お名前、ご住所、お電話番号、ご使用のガス（都市ガス・LPガス）、ご希望の商品番号（品番）をお知らせください。

●配管工事費、取付工事費、取付け部品代、付帯工事費、オプション品はこのカタログの記載価格に含まれておりません。別途お見積りさせていただきます。
●掲載以外の商品はメーカー希望小売価格の20％OFFにてご提供いたします。　●本カタログに記載の商品の写真は印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。
価格について＊○メはメーカー希望小売価格（税別）＊このカタログの税込価格は、税率8％での価格表記です。＊各商品は、色やサイズによって商品価格が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。＊価格・特典は
当社の都市ガスまたはLPガスをご利用のお客さまに限ります。＊住宅のご新築時および当社以外の施工によるリフォーム時には適用となりませんのでご了承ください。＊現場によっては、追加費用がかかる場合がござい
ます。取付前に一度お伺いしてお見積りさせていただきます。
お支払について＊取付後、1カ月以内にお支払をお願いします。＊お支払方法は、クレジットカード（JCB・VISA・mastercard）がご利用いただけます。
返品・交換について＊引渡し後の返品は原則お断りいたします。＊商品間違い、発送時の故障などによる場合は、良品とお取替いたします。
集合住宅にお住まいのお客さまへ＊集合住宅には、エコジョーズの取付ができない場合もありますので、詳しくはご相談ください。

温水式床暖房温水式床暖房

室内で燃焼しないクリーンな暖房でワンランク上の暖かさ

ふく射

伝導
対流

工事費別途

家族みんなに優しい床暖房

27.0万円～（税別）
※プランは一例です。
　商品によって金額は異なります。

温水マット 温水部材 仕上げ材 専用熱源機

8畳
フローリングの
場合

一例

足元から
ホカホカ
ひだまりの
ような暖かさ

空気が
乾燥しにくく
ノド・お肌に
優しい

風を
起こさないので
ホコリが
舞わない

配線がないので
お子さま・
ペットが
居ても安心

床材のバリエーションもフローリングの他、畳、コルク、
タイル、塩ビシート等あります。

フローリング材
小根太
温水マット
既設の床
床下地

現在の床の高さ
約

＋12
mm

After

現在の床から約12mm上がります。
床下地

既設の床

Before

床暖房の設置断面

ガス温水式 床暖房の魅力

温水式暖房の暖かさの秘密

工事は
最短2日

既存の床の上から設置するので、基礎からの作り直しや
床を剥がすなどの大掛かりな工事は必要ありません。

遠赤外線で
体の芯から
暖める

足元を
中心に
暖める

部屋の
温度ムラが
少なくなる


