
Panasonic・日立・コロナお見積り致します。3020-1202

●見守りセンサー付き音声ナビ付
●見やすく押しやすい「でか文字ボタン」
●色で直感的に操作できる「火力２色ボタン」
●鍋位置がパッとわかる「オレンジサークル」 

●見守りセンサー付き音声ナビ付
●見やすく押しやすい「でか文字ボタン」
●色で直感的に操作できる「火力２色ボタン」
●鍋位置がパッとわかる「オレンジサークル」 2.0kW

IH
2.0kW
IH

CS-G20AKS 定価 261,800 円（税込）

116,600116,600 円
（税込）

据え置きタイプ（置くだけIHシリーズ） 据え置きタイプ（置くだけIHシリーズ） 

●ひろーいトッププレート、置くだけ２口ＩＨ
●炭焼きワイドグリル（レール式）
●ファン付き脱煙装置つき、水無し両面焼きグリル

●ひろーいトッププレート、置くだけ２口ＩＨ
●炭焼きワイドグリル（レール式）
●ファン付き脱煙装置つき、水無し両面焼きグリル

2.0kW
IH

3.0kW
IH

CS-G29CS20A 60 ㎝天板
20A 仕様

定価 206,800 円（税込）95,70095,700 円
（税込）

みんなにカンタン、みんなに親切設計
新発想の「らく楽ＩＨ」シリーズ誕生 
みんなにカンタン、みんなに親切設計
新発想の「らく楽ＩＨ」シリーズ誕生 

60％
OFF

約

各メーカー
突然壊れる前に！突然壊れる前に！

エコキュートエコキュート
アフターサービスもお任せ！
アフターサービスもお任せ！

角型パワフル高圧
省エネ性能向上沸き増し能力アップ

フルオートタイプ角型 370Ｌ EQ37VFV
3 ～ 5 人家族用

（ふろリモコン・台所リモコン付属
　・脚カバー含む）

973,500 円（税込）

460Ｌ EQ46VFV
4 ～ 7 人家族用

（ふろリモコン・台所リモコン付属
・脚カバー含む）

1,078,000 円（税込）

369,800369,800円
（税込）

399,500399,500円
（税込）

勢いが自慢のパワフル高圧
3階でのパワフルシャワーはもちろん、
2カ所同時給湯だからお風呂もキッチンも快適。
従来のパワフル高圧300kPaをさらにパワーアップし
ダイキンだけの高圧給湯を実現しました。
シャワーやキッチンで、たっぷりのお湯が使える
暮らし想いのエコキュートです。

商品！
ｵｽｽﾒ

お困りごとありませんか？
■電球 ・電池交換

■プリンターのインク交換

■電話 ・ FAX の接続

■洗濯機のフィルター清掃

■浄水器カートリッジ交換

訪問サービス

1,000 円（税別）～のメニュー

別途商品代

■ エアコン ・ エアクリーナーの
   フィルター交換
■ FAX のインク交換
■ リモコン良否判定 ・設定
■ 空気清浄カートリッジ交換

※電球交換は、 吹き抜け天井 ・ ロフトなど天井が
高い場合や業務用 ・特殊商品は、 別途料金が必要となります。

作業時間
30 分以内
作業時間
30 分以内

交換料

※出張費は、 別途必要です

63％
OFF

約

高機能シリーズ

370Ｌ SRT-S375UA
3 ～ 5 人家族用

（ふろリモコン・台所リモコン付属・脚カバー含む）

1,032,350 円（税込）

460Ｌ  
4 ～ 7 人家族用

（ふろリモコン・台所リモコン付属・脚カバー含む）

1,120,350 円（税込）

61％
OFF

約

412,900412,900円
（税込）

448,000448,000 円
（税込）

SRT-S465UA

フルオート W追いだき キラリユキープ

お急ぎ湯はりハイパワー給湯 給湯ガイド

エコキュートへ

買い
替え

ガス給湯器

60 回
 金利対策！

今
だ
け

今
だ
け

三菱 IH クッキングヒーター

三菱エコキュート　限り三菱 IH クッキングヒーター

三菱エコキュート　限り

ゼ
ロ
ゼ
ロ

工事は地域の電気店                    へ工事は地域の電気店                    へ
3 月末まで

愛用の　　　そろそろ買い替えの時期ではないでしょうか！愛用の　　　そろそろ買い替えの時期ではないでしょうか！IHIH 工事費別途お見積り致します。

IH クッキングヒーターIH クッキングヒーターIH クッキングヒーターIH クッキングヒーター
びっくリング加熱とびっクリア
オーブンで多彩な調理ハイグレード
びっくリング加熱とびっクリア
オーブンで多彩な調理ハイグレード3.0kW

IH
3.0kW
IH

1.5kW
IH

CS-PT316HNSR CS-PT316HNWSR 75 ㎝ワイド天板60 ㎝天板

定価 445,500 円（税込） 定価 467,500 円（税込）

●対流煮込み加熱＜プラス＞で加熱部位を切り替え
●大口径コイルで鍋肌まで加熱し、加熱ムラを抑制
●ゆでもの加熱でふきこぼれを抑制
●ノンフライ調理や本格調理できる熱風循環式オーブン
●ぴったり加熱で鍋のサイズに合わせて、かしこく調理 

●対流煮込み加熱＜プラス＞で加熱部位を切り替え
●大口径コイルで鍋肌まで加熱し、加熱ムラを抑制
●ゆでもの加熱でふきこぼれを抑制
●ノンフライ調理や本格調理できる熱風循環式オーブン
●ぴったり加熱で鍋のサイズに合わせて、かしこく調理 

びっくリングコイルＰ搭載びっくリングコイルＰ搭載
205,700205,700円

（税込）

商品！
ｵｽｽﾒ

3.0kW
IH

3.0kW
IH

1.5kW
IH びっくリング加熱と

びっクリアオーブンを身近に。
びっくリング加熱と
びっクリアオーブンを身近に。

CS-T316VSR 60 ㎝天板

定価 346,500 円（税込）

CS-T316VWSR 75 ㎝ワイド天板

定価 368,500 円（税込）

●大口径コイルで鍋肌まで加熱し、加熱ムラを抑制
●ノンフライ調理や本格調理できる熱風循環式オーブン
●大口径コイルで鍋肌まで加熱し、加熱ムラを抑制
●ノンフライ調理や本格調理できる熱風循環式オーブン

びっくリングコイル V 搭載びっくリングコイル V 搭載

176,000176,000円
（税込）

181,500181,500 円
（税込）

「焼き物アシスト」機能を搭載

3.2kW
IH

2.6kW
IH

2.0kW
IH

KZ-CY56PS

60 ㎝天板

KZ-CY57PS

75 ㎝ワイド天板

シングル（右 IH）オールメタル対応

「凍ったまま IH グリル」搭載「凍ったまま IH グリル」搭載

279,800279,800 円
（税込）

293,800293,800円
（税込）

216,700216,700円
（税込）

パート
正社員 募集中！！
詳しくは、092-607-5000 担当：マネージャー　古藤

お手入れが難しい配管も銀イオンで洗浄
キレイに保ちお風呂の水もキレイ！！

370Ｌ HWH-B376HA
2 ～ 5 人家族用

（ふろリモコン・台所リモコン付属・
脚カバー含む）

1,006,500 円（税込）

460Ｌ HWH-B466HA
4 ～ 7 人家族用

（ふろリモコン・台所リモコン付属・
脚カバー含む）

1,089,000 円（税込）

だけの銀イオン洗浄菌の繁殖を抑制します。

60％
OFF

約

401,500401,500円
（税込）

435,600435,600円
（税込）

工事費別途


