
リフォームローン
お取扱いしております！

画像はイメージです。画像はイメージです。

画像はイメージです画像はイメージです

画像はイメージです。画像はイメージです。

※メーカーによる保証・補償です。

ガス機器もリフォームもニチガス価格！

西関東支店 有効期限：2022年９月30日
2022-13872

スマートハウス
に住もう

＼リフォーム型／

1 太陽光発電システム
NER120M345J-MB

太陽光パネル9枚設置(3.1kw・パネル345W) 標準設置工事費込み

オープン価格

円円
（税込）7,000円円（税込）7,000144回払い

毎月定額（ローン）

※ローン会社とのローン契約を締結する
　必要があります。  
※最終金額は現地調査後に確定いたします。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

浴室リモコン 台所リモコン

タンクユニット

ヒートポンプユニット
空気熱を活用！

ガス給湯器
エコジョーズ

RHBF-RK245AW / RHP-R222(Ｅ)/ RTUP-R506 / MBC-301VC(B) 他
※設置イメージです

円円
（税込）5,910円円（税込）5,910

120回払い 譲渡条件付き！譲渡条件付き！
月額リース

※リース会社とのリース契約を締結する必要があります。  
※リース代金は標準工事費・引上げ処分費を含みます。

円円
（税込）158,000円円（税込）158,000

メーカー希望小売価格187,000円（税込）

工事費は別途お見積りいたします。

充電出力
6kW
DNH326
標準タイプ

充電出力
6kW
DNH326
標準タイプ

4 EV・PHEV 充電器
ELSEEV hekia S Mode3ELSEEV hekia S Mode3

エルシーヴエルシーヴ エス  モードスリーエス  モードスリーヘキアヘキア

画像はイメージです。画像はイメージです。

リフォームローン
お取扱いしております！

エコ水栓
お湯の無駄使いを防ぎ光熱費を節約する

食洗機
食器洗いもラクラク♪

簡単お手入れでキレイに保てる
スキットシンク

円円
（税込）748,000円円（税込）748,000

メーカー希望小売価格1,870,000円（税込）

工事費は別途お見積りいたします。

60%
OFF

6 システムバス
サザナ 1616サイズ

想像以上に、気持ちいい
バスタイムへ。
想像以上に、気持ちいい
バスタイムへ。

床ワイパー洗浄
（きれい除菌水）
ボタン１つで床まわ
りのキレイが続く
「洗浄+除菌仕上げ」

2WAY
タッチ水栓

お湯の出し止めは、
立っても座っても届き
やすく、ワンタッチ。

ニチガスでんきご加入で

30,000円（税込）
お値引きします！

さ
ら
に 円円

（税込）418,000円円（税込）418,000
メーカー希望小売価格877,910円（税込）

工事費は別途お見積りいたします。

52%
OFF

2 エコワン
Piug-in LOWBOY 50Lタイプ

円円
（税込）8,250円円（税込）8,250

120回払い 譲渡条件付き！譲渡条件付き！
月額リース

※リース会社とのリース契約を締結する必要があります。  
※リース代金は標準工事費・引上げ処分費を含みます。

ニチガスでんきご加入で

30,000円（税込）
お値引きします！

さ
ら
に 円円

（税込）528,000円円（税込）528,000
メーカー希望小売価格1,048,190円（税込）

工事費は別途お見積りいたします。

49%
OFF

3 ユコア
HYBRID-C 70Lタイプ

詳しくは
こちらからご覧
いただけます！

シンプルさと上質さを大切にしたデザイン。
どんなインテリアにもマッチ。
シンプルさと上質さを大切にしたデザイン。
どんなインテリアにもマッチ。

円円
（税込）278,000円円（税込）278,000

メーカー希望小売価格793,100円（税込）

工事費は別途お見積りいたします。

64%
OFF

5 システムキッチン
シエラ

詳しくはこちらから

※年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ LPガス料金：従来型給湯器、エコワン（プラグインLOWBOYモデル）ともに通期450円╱m3 電気料金：27円╱kWh（基本料金を除
く平均単価） 国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平
成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.0.0」（6地域）による算出。（2021年4月現在）［リンナイカタログより］従来型給
湯器とは、エコジョーズ（潜熱回収型給湯器）ではない給湯器を指します。ランニングコストの比較について、実際の使用状況により、お得となる金額は変動します。

※1【試算条件】●年間給湯・保温負荷18.3GJ ●LPG料金4.9円/MJ 　出典元：石油情報センター(平成28年度月次平均価格(50㎥)データの単純平均より) ●東京電力従量電灯
B契約料金に準拠 ●東京地区、戸建住宅・4人家族 (ノーリツカタログより) ●従来型給湯器とは、エコジョーズ（潜熱回収型給湯器）ではない給湯器を指します。ランニングコス
トの比較について、実際の使用状況により、お得となる金額は変動します。　※2試験機関：衛生微生物研究センター 試験番号：28D-BT-019 試験方法：UV除菌ユニットを通過
前後の試験液の菌数を測定。流量9.5L/min。 試験結果：99.9％以上除菌（実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。）（ノーリツホームページより）

給湯光熱費約３７％削減！※

年間約3.8万円
1ヵ月あたり約3.1千円

従来型ガス給湯器

105,550円
66,900円

（プラグインLOWBOYモデル）

[年間給湯ランニングコストの比較]

約37%
削減

その秘密は、電気とガスのハイブリッド。
キッチンやシャワーで使用するお湯は、
空気熱を利用したヒートポンプで沸かし
て貯めておくので、ガスを使わずにお湯
を作ります。バックアップのガス給湯器
はエコジョーズで安心です！

詳しくは
こちらからご覧
いただけます！

電気自動車を
自宅で手軽に充電♪
電気自動車を
自宅で手軽に充電♪

既存の住宅にも
設置可能！！

給湯光熱費が毎月約3.1千円
削減できるので、

で手に入る！
実質2,810円(税込)

浴室リモコン 台所リモコン

ヒートポンプユニット
空気熱を活用！

ガス給湯器
エコジョーズ

GT-C2462AWX-HY-2BL/ HP-2232 BL / SH-Q0700 BL / RC-G057PEW-2 他

貯湯タンク

給湯光熱費約54％削減！※1

年間約6.9万円
1ヵ月あたり約5.7千円

従来型給湯器
（LPガス）

約123,000円
約54,000円

通常運転

[年間給湯・保温光熱費]

約５４%
削減

充電スピードが従来の2倍に！

※6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対
応している必要があります。実際の充電容量・時間
は自動車の仕様・制御によって変わります。

フル充電までの時間※ 日産自動車（株）LEAF
40kWhバッテリー搭載車

３kW普通充電

6kW普通充電

約16時間

約8時間 約半分

ＵＶ除菌機能付き！
99.9%※2以上の除菌性能のUV除菌
ユニットを搭載。おふろのお湯（水）
を循環させ、UV除菌ユニットを通過
するお湯（水）にUVランプで紫外線
を照射して除菌するものです。

UV除菌ユニット
（内部イメージ）

給湯光熱費が毎月約5.7千円
削減できるので、

で手に入る！
実質2,550円(税込)

ＥＶ充電器を設置される場合は、夜間の電気
料金が割安な当社の電気プラン「でガ割007
」への切替をオススメいたします！詳しくはお
問い合わ
せくださ
い！

EVを使って、我が家を守る、地球を守る。

壁面設置タイプ
充電出力3kWタイプ、AiSEG連携
タイプのお取扱いもございます。 家庭用

設置工事もニチガスに
おまかせください！

贅沢に全面同じ壁柄で統一した4面同色プラン
お気に入りの壁柄で全面をまとめたコーディ
ネート。統一感が出しやすく、落ち着きや重厚
感を演出できます。

経済メリットが
あるかどうか
経済メリットが
あるかどうか

まずはお気軽にお問い合わせください！
無料でシミュレーションいたします！ 電気代が

削減できる！
売電収入も
得られる！＋

オススメポイント!

オススメポイント!

9 ハイブリッド蓄電システム CB-LMP65A

ためた電気が、“いざ！”というときに大活躍！ためた電気が、“いざ！”というときに大活躍！

停電時にはあらかじめ選定しておいた家電製品
やコンセントに電気を供給します。必要最低限
の家電製品を長時間にわたって使用できます。

こんな方にオススメ！

いざというときに
家族を守る

心強い存在です！

特定負荷タイプ 卒ＦＩＴ 災害対策をしたい

既に太陽光発電は設置している

※メーカーによる保証です。

円円
（税込）9,800円円（税込）9,800180回払い

毎月定額（ローン）

※ローン会社とのローン契約を締結する
　必要があります。
※ローン代金には標準設置工事費を含みます。  
※最終金額は現地調査後に確定いたします。

メーカー希望小売価格3,688,300(税込)

全負荷タイプ、その他メーカー品も各種お取扱いしております！

長寿命 屋内/
屋外OK

商品番号❶
太陽光発電システムと
同時施工できます！

安心のメーカー長期保証！※保証適用には
条件があります。

家の診断しませんか？
台風被害など部分的にもご相談承ります!

防 水 シーリング 屋 根 外 壁

塗り替えの
目安は20年です

1. 安価であるのに高性能！
2. 紫外線や風雨にさらされ
　 続けても劣化しにくい！
3. 汚れが付着しにくい！

ラジカル塗料のメリット

パックメニュー
架設足場 / 飛散防止ネット / 養生 /
高圧水洗浄 / 破風板・軒天塗装 /
外壁ラジカル塗装 / 霜除け塗装

お手軽価格のリフォームパック

before

◀外壁塗装
   施工事例

af ter

外壁塗装もニチガスにお任せください！外壁塗装もニチガスにお任せください！

画像はイメージです。画像はイメージです。

リフォームローン
お取扱いしております！

節水しながらキレイにできる、 New アラウーノV。節水しながらキレイにできる、 New アラウーノV。リフォームローン
お取扱いしております！

洗浄力と節水の両立を実現
「３Dツイスター水流」

時間をかけて（約20秒）まん
べんなく洗い、流れの方向を
変えて一気に排水。スゴピカ
素材（有機ガラス系）ならで
はの形状が生み出した、おそ
うじラクラク水流です。
※水の流れをわかりやすくする
　ため水に着色しています。
※泡洗浄はついていません。

全体をまんべんなく洗う 水をまとめて一気に流し切る

スゴピカ素材（有機ガラス系）
ぬめりや黒ずみの原
因となる水アカがつ
きにくいので、汚れ
がたまりにくい。

災害
対策に

電気代
対策に

年 上々がる
充電制度
利用可能

我が家にも太陽光発電を！ 太陽光発電も
ニチガスにおまかせ！

リニア出力保証※リニア出力保証※

年25年
システム機器保証※システム機器保証※

年15年

自然災害補償※自然災害補償※

年10年
経済損失補償※経済損失補償※

年10年

受付時間：平日 9時～17時0120-666-589
ご注文・お問い合わせはこちら

リフォームで
あなたの家が
スマートハウスに!

すべてニチガスに
お任せ!

ニチガスは ハイブリッド給湯器 をオススメいたします！ お使いのガス給湯器・石油給湯器・
電気温水器から交換ＯＫ！ EV充電器

太陽光パネル

オススメポイント! オススメポイント!
オススメポイント!

円円
（税込）118,000円円（税込）118,000

メーカー希望小売価格198,000円（税込）

工事費は別途お見積りいたします。

40%
OFF

8
トイレNewアラウーノV

XCH3015RWS円円
（税込）778,000円円（税込）778,00025坪

※木造2階建ての参考価格です。
※のべ床面積が1坪増すごとに22,500円のプラスとなります。

7 外壁塗装 ラジカル外壁塗装リフォームパック

2～3週間
工事期の目安

別途工事オプション
カビ除去、下地補修、シーリング打ち替え、
屋根、雨桶、雨戸、木部、鉄部、玄関扉、外柵、
産廃処分費、諸経費etc

※パックに併せて屋根工
事・雨桶工事・防水工事・
エクステリア工事等も施
工いたします。

オススメポイント!

オススメポイント!

蓄電システム

オススメポイント!



※画像はイメージです。

※取付標準工事費とは、既設の機器から交換する際にかかる工事費を指します。（既設機器の取外費を含む。）但し、ガス配管工事費、給水・給湯・追い焚き配管工事、電気配線工事費、フィラー、排気筒などの別途部材費、躯体工事は含みません。取付標準工事費　に含まれない費用は別途お支払いいただきます。工事費用に関しては事前に無料でお見積り承りますのでお気軽にお問い合わせください。※内管工事に該当する場合はガス導管事業者が見積・施工いたします。※各写真はイメージです。小物などセットに含まれて
いないものがあります。※写真の品と一部異なる場合、又は印刷ミスがあった場合はご了承ください。※写真は印刷のため実際の色と異なる場合があります。 ※限定商品をお求めいただき不具合が生じた場合、交換商品が入手不可能の場合は返金にてご容赦くだ　さい。※商品の数には限りがあります。品切れの際はご容赦ください。 ※掲載のコンテンツ及び動画は、サービスを中断または終了する場合があります。ご了承ください。

ガス機器ガス機器
( 税込 )

ガス機器ガス機器
( 税込 )

※画像はイメージです。

円円
（税込）178,000円円（税込）178,000

メーカー希望小売価格519,200円（税込）

取付標準工事費38,500円(税込)・引上げ処分費2,200円(税込)

65%
OFF

10 ガスふろ給湯器
FH-E2422FAWL／MFC-E228D

詳しくは
こちらからご覧
いただけます！

24号

フルオート

台所リモコン浴室リモコン

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。

※親水性塗装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。

オイル受け(親水性塗装※)

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノン
フィルタタイプ。お掃除が面倒なフィルタがないうえ、イン
ナーガードも採用し、レンジフード内部の汚れを防ぎます。
※LGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーンで
す。※LGRシリーズではベルマウス一体型オイルトレーに向かっ
てダイレクトに滴下する構造を採用しています。

ノンフィルター

円円
（税込）188,000円円（税込）188,000

メーカー希望小売価格368,500円（税込）

取付標準工事費16,500円(税込)・引上げ処分費2,200円(税込)

48%
OFF

12 ビルトインコンロ
RHS71W31E13RCSTW

※画像はイメージです。

リンナイの技術の粋を集めた最高傑作！２つの
側面からラク家事を実現！
リンナイの技術の粋を集めた最高傑作！２つの
側面からラク家事を実現！

多彩な調理を可能にする「ザ・ココット」
コンロ部とグリル部の両方で使用することがで
き、焼く・蒸す・煮るなどの多彩な調理が可能にな
りました。誰でも簡単に美味しくつくることがで
きます。

調理のモードとお好みの焼き加減を設定
するだけで、グリル庫内を汚さず簡単に
おまかせ調理ができます。

ラ・クックオートメニュー機能に加え、
ラ・クックグランが同梱でさらに家事ラク

干さない、選択。干さない、選択。

75cm幅

ザ・ココット
付属 ココットプレート

付属

ワイド火力バーナー

オート調理

水無し両面焼グリル

ザ・ココット同梱

ココットプレート付属

レンジフード連動

温度キープ機能

グリル調理タイマー

ワイドグリル

コンロ調理タイマー

オートメニュー機能

遠赤外線グリル

LED照明

スライド前幕板

整流板(オイルガード塗装)

タッチスイッチ

ノンフィルター

オイル受け(親水性塗装)

75cm幅

お手入れ性と調理のすぐラクが進化。お手入れ性と調理のすぐラクが進化。

お手入れしやすいハイグレードノンフィルタータイプ。お手入れしやすいハイグレードノンフィルタータイプ。

ボタン周りに段差がない
すっきりデザインフード

LED照明

ノンフィルター

ワンタッチ着脱ファン

シロッコファン

オイルトレー

一体クリーンパネル

薄さ35mmのスリムな斜めフロントデザイン。お手入れ
パーツが減ってさらに清掃性向上。
薄さ35mmのスリムな斜めフロントデザイン。お手入れ
パーツが減ってさらに清掃性向上。

エココース

デリケートコース

ドラム除菌運転

厚物コース

シーツ毛布

残時間デジタル表示
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

乾燥時間の比較
※

短時間乾燥で、干す時間も取り込む時間もかからない

※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（株）　※条件：実用衣類8kg（綿50％、化繊50％）/
脱水度70％ RDT-80・標準コースで算出。ガス種：LPGの場合で約80分、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の場合で約52分

消臭運転 ドラム除菌運転

厚物コース

エココース

デリケートコース

静電気低減

静音ドラム 残時間デジタル表示

シーツ毛布

詳しくは
こちらからご覧
いただけます！

乾燥機のサイズは 3kg・5kg・DX（5kg）・8kgから選べます！ 洗濯機の
サイズにあわせて、ピッタリのものをお選びください♪

乾燥容量 5kg

円円
（税込）118,800円円（税込）118,800

メーカー希望小売価格182,490円（税込）

工事費別途/ガスコード+排湿筒+専用台 費用別途

34%
OFF

16 ガス衣類乾燥機
デラックスタイプ RDT-52SA

円円
（税込）98,000円円（税込）98,000

メーカー希望小売価格147,840円（税込）

工事費別途/ガスコード+排湿筒+専用台 費用別途

33%
OFF

17 ガス衣類乾燥機
スタンダードタイプ RDT-54S-SV

様々な外壁と美しく調和！様々な外壁と美しく調和！

時間とともに変わる光
の色・角度で調和のとれ
た美しさを演出し、様々
な外壁と美しく調和し
ます。

外壁に美しく調和する
メタリックベージュ

円円
（税込）108,000円円（税込）108,000

メーカー希望小売価格173,030円（税込）

取付標準工事費27,500円(税込)・引上げ処分費2,200円(税込)

37%
OFF

13 レンジフード
LGR-3R-AP751SV

円円
（税込）108,000円円（税込）108,000

メーカー希望小売価格251,790円（税込）

取付標準工事費16,500円(税込)・引上げ処分費2,200円(税込)

57%
OFF

14 ビルトインコンロ
PD-862WS-75CV

燻 製 低温調理 解凍焼き上げ

燻製・低温
調理など、
プログレだ
けの機能が
満載！

すっきりクリーンゴトク
洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸く
やさしいフォルムに。

マルチグリル 燻製・低温調理 ワイドグリル

ダブル高火力＆ダブルトロ火 ダブル温度調節機能 オートメニュー

75cm幅

焼網なしでお手入れ簡単！マルチグリル搭載。焼網なしでお手入れ簡単！マルチグリル搭載。

円円
（税込）178,800円円（税込）178,800

メーカー希望小売価格356,950円（税込）

取付標準工事費16,500円(税込)・引上げ処分費2,200円(税込)

49%
OFF

15 ビルトインコンロ
N3S11PWASSTESC

円円
（税込）144,600円円（税込）144,600

メーカー希望小売価格313,280円（税込）

取付標準工事費44,000円(税込)・引上げ処分費4,400円(税込)

53%
OFF

11 レンジフード
ビルトインコンロ

WNBSK756VDXMSIR
75cmタイプ
PD-509WS-60CV

キャセ
ロールL
付属

■試算条件等　電気、ガスいずれも料金に消費税等相当額を含み、燃料費調整額（電気）、原料費調整額（ガス）は含まず、電気料金は再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。表示する金額はい
ずれも税込みです。LPガス料金※1全国平均ならびに関東平均のLPガス料金は、一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターが公表している家庭用LPガス小売価格2022年5月（税込）の推
移より引用しています。共通〇お客さまのご使用状況などによりお得とならない場合があります。詳細については、当社ホームページをご参照ください。◯当社データに基づく想定値を使用している為、実
際の使用量より、毎月の電気代・ガス代、お得になる金額は変動いたします。また、月額のガス料金、電気料金、ガス・電気合計額、各平均金額、年間のお得になる金額は、四捨五入し算出しております。※2
「でんきもあんしん！サポートサービス」は、部品代、特殊な作業代、60分以上の作業費の他、故障の修理等二次対応費用はお客さまのご負担となります。詳細は当社ホームページをご参照ください。

シミュレーションは
こちらから

LPガス使用量が20㎥/月の月で想定。

ニチガス平均
12,687円

全国平均
15,005円

関東平均
14,040円/月

15%の差 9%の差

全国平均より約23%お得！※1LPガス
〉〉365日24時間無料！安心のサポート〈〈

※2

ニチガスでんきをご契約いただいたお客さま
に電気のトラブルが発生した時には、電気の
プロ（東京電力パワーグリッド）が駆けつけま
す（「でんきもあんしん！サポートサービ
ス」）！しかも、一次対応の出張費、60分以内の
原因調査費が無料！

〉〉都市ガスもLPガスも！安心のサポート〈〈
ニチガスのガスをご契約いただいたお客さまに「ガス臭い」、「警報器が鳴っている」というガスの緊
急トラブルが発生した場合は、ガスのプロが駆けつけます！一次対応は無料です。

1ヶ月6㎥以上ご使用でお得！都市ガス

うちも6㎥以上でした！

東京都在住・マンション1K
Bさん(1人)の場合
給湯器で毎日シャワーのみ使用
コンロで週2～3回位自炊

6月のガス使用量 6㎥

ガス料金

（㎥/月）
６㎥

使用量が多いとお得もでガい！

６㎥ 使用

ニチガス

1ヶ月200kWh以上ご使用でお得！

使用量が多いとお得もでガい！

使用

うちも200kWh以上でした！

埼玉県在住・アパート1LDK
Aさん家族(2人)の場合
エアコン2台を毎日各6時間程度使用
TV1台を毎日約3時間使用
冷蔵庫・洗濯機・掃除機・ドライヤー・
電子レンジなどを日常的に使用

6月の電気使用量 217kWh

ガス＋でんきセットで毎月300円引き！

実質再生可能エネルギー100％、CO2排出量ゼロ！でガ割007
POINT 01

夜間の電気料金がとってもお得でEVを導入しやすい
でガ割007はEVの充電を念頭に置いた夜間料金を設定。EVを所有・ご検討されているお客さまにもオススメです。
太陽光発電をご利用されている方にも、お得な料金プランです。

でガ割007
POINT 02

シミュレーションは
こちらから

でガ割007
POINT 03

EVを所有していなくてもお得です！
EVを所有していなくても、月155kWh以上（夜間率23%）の場合、他社のCO2排出量実質ゼロのでんき、
ガスのセット料金よりもお得です。

当社が調達した電気に、東京電力リニューアブルパワー株式会社から調達した再生可能エネルギー指定の非FIT非化石証書を組み合わせることで、実質再生可能エネル
ギー100％・CO2排出量ゼロの電気をお客さまへ提供します。一般の電気料金プランとガソリン車をご利用の場合、1年で約4トン分のCO2排出量を実質ゼロに。樹木に換算
すると272本分のCO2吸収量に相当します。※

※電気の使用量を400kWh/月、ガソリンの使用量を60ℓ/月とし、二酸化炭素排出量は、電気を（4,800kWh）×（令和元年度全国平均の二酸化炭素排出係数0.445 kg-CO2/kWh）として試算、ガソリンを（ガソリン720㍑）×（二酸化炭素排出
係数2.32kg-CO2/l）として試算、樹木への換算は、（ CO2排出量）÷（スギの木1本あたりの二酸化炭素年間吸収量14kg-CO2）として試算しました。

地球にも家計にもやさしい
実質再生可能エネルギー100%のメニュー！

EVを使って、我が家を守る、地球を守る。

夜間料金
が安い

時

時

昼間料金
も割安

“夜間時間帯”が長くて安い
毎日0時～7時

でんき料金の

※60cm幅の取り扱いもございます。

※60cm幅の取り扱いもございます。

※60cm幅の取り扱いもございます。

60cm幅

※75cm幅の取り扱いもございます。

タイマーや温度調整機能など調理機能が充実。タイマーや温度調整機能など調理機能が充実。

ラ・クック
対応機種

温度キープ機能 自動炊飯機能 コンロ調理タイマー ワイドグリル

＋レンジフード ビルトインコンロセットでご提案

宅配水の最大手アクアクララセット割引 年間3,600円割引！プラン２ インターネット回線ニチガス光 年間3,600円割引！プラン３

U-NEXT割引 年間1,200円割引！プラン４ お買い物優待サービス割引 年間1,200円割引！プラン５ 優待サービスベネフィット・ステーション byニチガス 年間1,200円割引！プラン６

でガ割 年間3,600円割引！プラン１

(税込)

14,40014,40014,40014,400

オススメポイント!

オススメポイント!

オススメポイント!

オススメポイント!

オススメポイント!

オススメポイント!

オススメポイント!

オススメポイント!


