
商品の
ご案内

おすすめ

豊富なラインナップの商品を、一括での

お支払いはもちろん、分割でのお支払いが

可能な I S Gリースもお選びいただけます。

ISGリースとは？

月々定額のお支払いで新しいガス機器をご利用
いただける、お手軽・お得なサービスです。



ハイグレードタイプ

ガスビルトインコンロ

型　式：RHS71W31E12RCSTW
天板色：スパークリングカッパー
天板幅：75cm / 60cm
メーカー希望小売価格：368,500円（税込）

型　式：RHS71W32L22RSTW
天板色：スモーキーピング
天板幅：75cm / 60cm
メーカー希望小売価格：254,100円（税込）

型　式：Ｎ3WS4PWAS6STESC
天板色：エレガントグレー
天板幅：75cm/60cm
メーカー希望小売価格：263,340円（税込）

型　式：PD-862WS-U75GP
天板色：シルキーピンク
天板幅：75cm / 60cm
メーカー希望小売価格：251,790円（税込）

クックボックス付属ラ・クックグラン付属

ラ・クックグラン付属

デリシア

フェイシス

ブリリオマイトーン

［ワイドグリル］

クレア

型　式：PD-962WT-U75GG
天板色：グロスミラー
天板幅：75cm/60cm
メーカー希望小売価格：353,430円（税込）

型　式：PD-732WS-75GH
天板色：シャインシルバー
天板幅：75cm / 60cm
メーカー希望小売価格：190,630円（税込）

型　式：N3WT7RWANASIEC
天板色：つやめきシルバー
天板幅：75cm/60cm
メーカー希望小売価格：203,280円（税込）

［オートタイプ］

安全性、デザイン性が高く、家事を楽にする機能が充実。

ココットプレート付属

標準工事費込
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233,000円（税込）販売価格 月々 3,500円（税込）ISGリースなら7年契約

ミドルグレードタイプお手入れ簡単、調理機能も充実。
標準工事費込158,000円（税込）販売価格 月々 2,400円（税込）ISGリースなら7年契約

シンプルグレードタイプすっきりとしたデザインとお求めやすい価格が魅力。
標準工事費込125,000円（税込）販売価格 月々 1,900円（税込）ISGリースなら7年契約

型　式：N3S15PWASKSTESC
天板色：プラチナシルバー
天板幅：75cm/60cm
メーカー希望小売価格：363,550円（税込）

クックボックス付属ココットプレート付属

型　式：RS71W35T2DGVW
天板色：シルキーシルバー
天板幅：75cm/60cm
メーカー希望小売価格：195,250円（税込）

※掲載商品以外の天板色もお選びいただけます。

より詳しいご紹介は
こちらから

より詳しいご紹介は
こちらから

ココットプレート付属 ザ・ココット付属 ラ・クックグラン付属 取っ手付き
クッキングプレート付属

より詳しいご紹介は
こちらから

波型プレートパンL
グラネ付属

キャセロールL付属



0.5～5.5
合用

1～11
合用

ココットプレート付属 ラ・クック付属

型　式：RTS65AWG36R2G-DBL/R
天板色：クリアブラック
メーカー希望小売価格：130,350円（税込）

型　式：PA-A96WCR-L/R
天板色：クリアパールブラック
メーカー希望小売価格：112,970円（税込）

直火匠のご飯が美味しいのは、かまど炊きと同じしくみでご飯を炊くから

かまどの炊飯過程

直火匠の炊飯過程

はじめ
チョロチョロ

弱火でお米に
水分を浸透

なかパッパ

強火で
加熱して炊く

ジュウジュウ
吹いたら
火を引いて

火を弱め、
うまみを引き出す

赤子泣いても
ふた取るな

蒸らして、
おいしさを
閉じ込める

マットブラック マットホワイト

ガス炊飯器

RR-100MTT（MB）（MW）〈 1～11合用〉
メーカー希望小売価格　　　110,880円（税込）

型式：RR-055MTT（MB）（MW）〈 0.5～5.5合用〉
メーカー希望小売価格　　　101,640円（税込）

ガステーブルコンロ
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ハイグレードタイプ多彩な機能で、毎日の料理をサポート。

直火ならではのおいしさを、より身近に、もっと手軽に。

79,000円（税込）販売価格

専用ホース込専用ホース込

86,000円（税込）販売価格79,000円（税込）販売価格

※掲載商品以外の天板色もお選びいただけます。

※テーブルコンロ、ガス炊飯器はISGリース対象外です。



ガスふろ給湯器（エコジョーズ）
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エコジョーズってなに？

余った熱を

有効に使っ
て

省エネ＆エコ
！

二次熱交換器

一次熱交換器

ファン

排気
〈エコジョーズ〉

約50℃

ドレン排水 湯水

ド
レ
ン
中
和
器余った熱が

捨てられて

もったいな
い！

熱交換器

ファン

排気
〈従来型給湯器〉

約200℃

湯水

これまでの給湯器のムダを活かして、
かしこく省エネします。

少ないガスの量で、効率よくお湯を沸かす省エネ
性の高い給湯器です。ガスの使用量が減るから
お財布に優しい。さらにCO2の排出量も削減でき
るから環境にも優しい。効率よくお湯が沸かせる
秘密は・・・排気熱を上手に活用しているから。

【壁掛型】RUF-ME2406SAW
メーカー希望小売価格
MBC-MB240VC（リモコン）
メーカー希望小売価格
UF-MB1201AL-10A（循環金具）
メーカー希望小売価格

529,650円（税込）

51,590円（税込）

17,710円（税込）

おうちでスパ気分
マイクロバブルバスユニット搭載給湯器

標準工事費込

318,000円（税込）販売価格 月々 4,800円（税込）
ISGリースなら7年契約

キレイ・清潔・安心
除菌ができるプレミアム給湯器

標準工事費込

240,000円（税込）販売価格 月々 3,600円（税込）
ISGリースなら7年契約

【壁掛型】GT-C2462PAWX-2 BL
メーカー希望小売価格
RC-G001EW-2 マルチセット（リモコン）
メーカー希望小売価格

501,490円（税込）

55,220円（税込）

【壁掛型】RUF-E2406SAW
メーカー希望小売価格
MBC-240V（リモコン）
メーカー希望小売価格

406,120円（税込）

38,940円（税込）

【壁掛型】GT-C2462SAWX-2 BL
メーカー希望小売価格
RC-J101Eマルチ（リモコン）
メーカー希望小売価格

【壁掛型】FH-E2421SAWL
メーカー希望小売価格
MFC-E226D（リモコン）
メーカー希望小売価格

407,330円（税込）

38,940円（税込）

401,390円（税込）

47,080円（税込）

家計にやさしく、環境にやさしい。省エネ給湯器
標準工事費込185,000円（税込）販売価格 月々 2,900円（税込）ISGリースなら7年契約

より詳しいご紹介はこちらから より詳しいご紹介はこちらから



毎日のお洗濯がより快適に。
洗濯乾燥のお困りごとをカラッと解決。

ガス衣類乾燥機
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※オプションで専用置台のご用意もございます。

型式：RDT-54S-SV（左右可変ドア）
乾燥容量：5㎏
メーカー希望小売価格　　　　　　163,680円（税込）

型式：RDT-80（左右可変ドア）
乾燥容量：8㎏
メーカー希望小売価格　　　　　　198,330円（税込）

家族みんなの洗濯物もまとめて乾燥。使い勝手の良い5㎏タイプ。

洗濯物の量が多いご家族におすすめ。シーツや毛布もお任せの8kgタイプ。

フィルターのお掃除がとっても簡単。充実機能を備えたデラックスタイプ。

型式：RDT-52SA（左開きドア）/RDT-52SA-Ｒ（右開きドア）
乾燥容量：5㎏
メーカー希望小売価格　　　　　　198,330円（税込）

5kg
タイプ

8kg
タイプ

5kg
タイプ

家事を時短化
5㎏の洗濯物を52分で乾燥。
電気式の1/3の時間で済むの
で、家事の時間を大幅に短縮
できます。

快適
ポイント

1
生乾き臭をカット

ガスならではのパワフルな
温風で、悪臭の原因菌を除
去します。

快適
ポイント

2

快適な仕上がり
強い温風で乾かすから、ふん
わりとした仕上がりに。シャツ
のしわも軽減します。

快適
ポイント

3
清潔乾燥

雨や花粉の時期のお洗濯も
安心。天日干しと同じレベル
の除菌効果を発揮します。

快適
ポイント

4

標準工事費込・部材・専用ホース込

標準工事費込・部材・専用ホース込

標準工事費込・部材・専用ホース込

170,000円（税込）販売価格 月々 2,600円（税込）
ISGリースなら7年契約

170,000円（税込）販売価格 月々 2,600円（税込）
ISGリースなら7年契約

143,000円（税込）販売価格 月々 2,200円（税込）
ISGリースなら7年契約

より詳しいご紹介は
こちらから



型式：GH-712W（外機）
メーカー希望小売価格
BDV-4107WKN（内機）
メーカー希望小売価格

型式：RH-61W（A）（外機）
メーカー希望小売価格
RBH-W414K（内機）
メーカー希望小売価格

115,280円（税込）

96,470円（税込）

127,160円（税込）

96,580円（税込）

浴室暖房乾燥機
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体に負担がかかる冬の浴室。寒い浴室と熱いお湯の温度差により、急激に血圧が
変動する「ヒートショック」が起こりやすいのもこの季節です。
あっという間に浴室を暖める浴室暖房乾燥機があれば、ご高齢の方や血圧が高い
方も安心して入浴できます。

頭から足元まで温度ムラが少なく、
しかも運転の立ち上がりがとっても
早いガス温水式。入浴前にスイッチ
を入れ15分で浴室を快適な温度に
します。

〈試験条件〉ユニットバス1616タイプ外気温5℃
床面から650mm以下平均値（東邦ガス調べ）

入浴後の浴室を短時間で乾燥。カビや
結露の発生を抑えることができるので
浴室のお掃除もラクラクです。

入浴後の湿気による浴室独特のイヤな
ニオイをリフレッシュできます。

涼風機能で、夏場の入浴時のむし暑さ
を軽減できます。

パワフルな温水の力で、
浴室をすばやく暖めます

浴室を
カラッと乾燥

こもりがちな匂いを
すっきり換気

夏の入浴も
さわやかに

スピーディ 約13℃
1900

1650

1150

350

50

（mm）

約20℃

約19℃

約15℃

約8℃

約34℃
電気ヒーター式 ガス温水式

約31℃

約32℃

約35℃

約35℃

暖房機能使用前 暖房機能使用後

42.9

32.9

22.9

12.9

2.9

0

■暖房機能使用前後の室温比較
冬の浴室は
こんなに
寒い！

■浴室温度分布を比較（15分後）

あったか浴室暖房で安心・快適なバスタイムに。
標準工事費込・部材・ランドリーパイプ込168,000円（税込）販売価格 月々 2,500円（税込）ISGリースなら7年契約



低圧LPガス発電機
備えがあれば、もしもの時でも安心。
PC・スマートフォンも安心して使える正弦波インバーター搭載の発電機。

照明や通信機器など、ご家庭で必要な最低限の電気を1台で確保。

209,000円（税込）販売価格 月々 3,700円（税込）ISGリースなら7年契約

さらに幅広い電化製品が使用できる、大容量発電機。

286,000円（税込）販売価格 月々 5,200円（税込）ISGリースなら7年契約

携帯電話
（2W）

テレビ
（140W）

白熱電球2個
（100W×2）

扇風機
（40W）

LPガス給湯器
（300W）

計682W

定格出力900VA

ご使用の目安
例えば・・・

発電機は、必ず風通しの良い屋外で使用してください。

発電機導入セット

本体（EU-9iGP）、保管用ボディカバー、
エンジンオイル（1L）、供給ボックス

・運転時間：LPガス50kg容器1本で約110時間   
・定格出力：900VA（1VA=1W）  

発電機導入セット メーカー希望小売価格：248,864円（税込）

発電機導入セット

本体（EU-15iGP）、保管用ボディカバー、
エンジンオイル（1L）、供給ボックス

・運転時間：LPガス50kg容器1本で約74時間   
・定格出力：1,500VA（1VA=1W）  

発電機導入セット メーカー希望小売価格：368,214円（税込）
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より詳しいご紹介は
こちらから

※ガス設備の取付に伴う工事費が発生する場合がございます。



ガスファンヒーター LPガス容器 キャビネット2 31

暖房目安：木造15畳、コンクリート21畳まで　※ガスファンヒーターの機種はお選びいただけません。

このパンフレットの掲載内容は2022年7月現在のものです。

まずはお気軽にお問合せください。

［ご注意］お客様のリース契約は、弊社のリース業務提携先であるT&Dリース㈱とのご契約となります。リースのご契約にはT&Dリース（株）の審査がございます。 審査によってはリースのご契約ができない場合も
ございます。リースは20歳以上70歳以下（完済時に74歳以下）の方のみお申込みいただけます。掲載商品はメーカー都合により改廃となる場合がございます。標準工事費とは、機器の設置にかかる標準的な工事
費を指します。部材費、 躯体工事費は含みません。設置状況により追加費用が発生する場合がございます。 掲載価格有効期限：2023年2月末まで

047-429-1234お客様
コールセンター

本チラシに関する受付時間
9：00～17：00

ガス衣類乾燥機 LPガス容器 専用置台2 31

ガス衣類乾燥機・LPガス容器・専用置台の3点セットで設置いたします。

使って実感！

らく家事・時短を実感できる

「ガス衣類乾燥機」
※7日未満でLPガス容器を使いきった場合は、その時点でお試し期間は終了となります。

お試し期間

7
日間

お試し期間

5
日間 

スイッチオンから5秒で部屋中ポカポカ

「ガスファンヒーター」
※5日未満でLPガス容器を使いきった場合は、その時点でお試し期間は終了となります。

設置スペース：1,000mm×700mm×1,400mm

ガス衣類乾燥機・ガスファンヒーターを

お試し期間の設置イメージ
横幅 奥行 高さ

税込500円でお試しいただけます。

ファンヒーター・LPガス容器・キャビネットの3点セットで設置いたします。

お試し期間の設置イメージ

※3点セットの設置場所は屋外の安全条件に合う場所となります。

※3点セットの設置場所は屋内専用となります。屋外では使用できません。
設置スペース：600mm×645mm×828mm

横幅 奥行 高さ

LPガス容器はこの中に！屋内でも安全に使用できる

女性でも持ち上げ簡単


