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キッチンの華になるきらめき大人コンロキッチンの華になるきらめき大人コンロ

PD-721WS-60CV 希望小売価格￥153,000（税込）
工賃込・税込現金一括

払 金 額 67,000円
コンロ・グリル調理タイマー 水無し両面グリル 他

操作パネル 遠赤外線効果でふっくらジューシー&
焼き目キレイ

限定10台限定10台
特価品特価品

PD-809WS-75CV
希望小売価格￥206,800（税込）

一緒に暮らしたく
なるようなコンロWITHNA

お客さまの声から生まれた
2口ビルトインコンロ

左右強火力オートグリル
ハイパーガラスコートトップ

工賃込・税込現金一括
払 金 額2,080円 99,800円リース料

月々 ×60回

PD-200WS-60CV
希望小売価格￥140,800（税込）

左右強火力水無し両面グリル
ハイパーガラスコートトップ

工賃込・税込現金一括
払 金 額1,310円 62,800円リース料

月々 ×60回

PA-370WHA-R
希望小売価格￥74,580（税込）

オートグリル機能水無し両面焼グリル
コンロ・グリル調理タイマー 他

工賃込・税込現金一括
払 金 額810円 39,000円リース料

月々 ×60回
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every chef まいにち使いやすい。
おしゃれで頼りになるコンロ

各種メーカー取り揃っております。お気軽にご相談ください。

● オートメニュー機能（あたため、干物、切身、姿焼）
● グリル調理タイマー（1～15分）
● コンロ調理タイマー（3口選択式：1～99分）
● 温度キープ機能（左右コンロ：140～200℃）
● 高温炒め機能（左右コンロ）
● あんしんモード（コンロ30分消火）
● 湯沸し機能（左右コンロ）
● 煮込み機能（左右コンロ）
● 自動炊飯機能（左右コンロ）

ラ・クックは、内面の黒色セラミック塗装により遠赤外線効果があるのが
特徴。だから、ふた付きでもきれいな焼き目がつくうえに、炭火焼きのよう
にジューシーに仕上げます。その遠赤外線効果は、従来のガスコンロ両面
焼きグリルバーナー（当社製品）よる約6%※もその効果が高いことが実証
されています。

付属品のラ・クックを
さんまも丸ごと焼ける
大型「ラ・クックグラン」に
グレードアップ！

特 典

特典：ラ・クックグランにグレードアップ！

特典：ラ・クックグランにグレードアップ！

特典：ラ・クックをプレゼント！

RHS71W23L 1RSTW
希望小売価格￥242,000（税込）

ココットプレートで機能性がさらに充実。
シンプル＆スマートなガスコンロ。LiSSe

Mytone ココットプレートでお料理の楽しさアップ。
カラーで選べるガスコンロ

スモークオフイージークリーン
ココットプレート付属

工賃込・税込現金一括
払 金 額2,500円 120,000円リース料

月々 ×60回

RS31W27P10DGVW
希望小売価格￥168,300（税込）

左右強火力グリルタイマー
パールクリスタル

工賃込・税込現金一括
払 金 額1,560円 75,000円リース料

月々 ×60回

RT66WH1RG-BGL
希望小売価格￥83,380（税込）

クリスタルコート水無し両面焼グリル
ココットプレート付属

工賃込・税込現金一括
払 金 額890円 43,000円リース料

月々 ×60回
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LAKUCIE fine
グリル料理が手軽にできる！
料理の幅がもっと広がる、
ラクシエシリーズのシンプルモデル。

ラ・クックグランラ・クックグラン

※パロマ調べ（調査機関：三重県工業研究所）

大好評

今年もや
ります！

大好評

今年もや
ります！

目玉
商品！
目玉
商品！



家族の分のタオルもおまかせ。
使い勝手の良い5kgタイプ。

オイル受け（親水性塗装※1）

お問い合わせ
ご相談は

地域に密着した企業を目指し、お客様に安心と安全をお届けします。

〒389-0505
長野県東御市和4651☎0268-64-3822

石油給湯器も
取り扱いがあります。

石油給湯器から
ガス給湯器への
変更も可能です。

石油ボイラーを
お使いの方へ

スタンダードタイプ

左右 可変ドア

乾燥容量 5.0kg

ガス乾燥機で
家事を時短化。ガスの
パワーでスピード乾燥

ガス乾燥機で
家事を時短化。ガスの
パワーでスピード乾燥取り替えしませんか？取り替えしませんか？

ガス・石油ガス・石油 給湯器ストーブ

本体￥20,000～（税込）

RDT-54S-SV
希望小売価格
￥140,800（税込）

85,000円工事費別
税　込

PBD-415Kセット
浴室暖房乾燥機+
暖房専用熱源機
希望小売価格
￥224,400（税込）

150,000円工事費別
税　込

CHK-C126A
希望小売価格
￥74,800（税込）

44,000円工事費別
税　込

お手入れしやすいハイグレードノンフィルタータイプ！

冬の寒さから身体を守り、梅雨の季節でも洗濯物がカラッと乾く。
夏の入浴後にほてった身体を涼風で爽快にする。

一年を通して、浴室を快適で便利な空間に変える浴室暖房乾燥機「温守（ぬくもり）」です。

置けない暖房は、壁に掛けよう。

寒いけれど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！

WNBS-V

浴室暖房乾燥機温守（ぬくもり） 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート

暖房 冬の寒い浴室を15分で暖房。
快適空間に変える。 乾燥 梅雨や雨の日の

洗濯物も安心して干せる。

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい
回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、
洗いやすい形状です。

タイプ

※1 親水性塗料は水に浸すだけで
油を浮かせようとする特性があります。
油を除去した後にお手入れができるので
手間と時間が軽減されます。

※2 付着した油を水滴状に弾く
コーティングがされています。
油のこびりつきが、より軽減されます。

高ハツユ※2ファン（ワンタッチ）
ボタンを押して簡単に装着できます。ファンに
高ハツユを施したことでファンに付着した油は
運転（回転）によりオイル受けへ回収されます。

お気軽に
ご相談ください。
お気軽に

ご相談ください。

ヒートショック予防にもおススメ！

一台でオールシーズン活躍。 ヒートショック予防にも。

温守（ぬくもり）はおふろも
衣類もまとまて乾かして、
清潔をサポート！

小型フィルター カンタンに着脱できるから
いつでも清潔に。

壁掛タイプの空調設備に対する一番のご不満は「フィルター掃除」。
着脱のしやすさを追求し、小型化するために、あえてフィルターを2
つにしました。業界最小のフィルターでカンタンにお掃除できるお手
入れ性にこだわりました。

冬の浴室では、寒いところから
暖かい場所へ移動する際の急
激な温度変化により、ヒート
ショックをおこす場合がありま
す。脱衣所を暖め、温度差を少
なくすることで、ヒートショック
の予防につながります。

お風呂
あがりの
扇風機
がわりに。

脱衣所、
洗面所、
トイレ、
玄関を
あたたかく。

Palomaの
ビルトインコンロ
とセットで
さらにお得！

Palomaの
ビルトインコンロ
とセットで
さらにお得！

寒～い冬！急激な気温変化を防いで安心！！寒～い冬！急激な気温変化を防いで安心！！
LPガス
使用で
パワフル

家庭用
電源で

（単相100V）

OK!

WNBSK606VDXMSI-R/L

85,000円工事費別
税　込


