※10万円以上の商品をお買い上げいただいた場合に限ります。

新潟米
新之助（5㎏）

開催期間：11/1（月）～3/31（木）
※コロナの影響により、一部商品において納期遅延が発生する場合が御座います。

ビルトインコンロ
幅：75㎝タイプ

リッセ
デリシア

付属品

ガラストップ
スモーキーピンク

付属品

RHS71W32L22RSTW

希望小売価格：249,700円（税込）

3V乾電池タイプ

幅：75㎝タイプ
イージークリーン

ガラストップ ： プラチナミラー

134,200 円

（税込）

スモークオフ

マイトーン

コンロ上でもグリルでも
使える万能鍋「ザ・ココット」！

幅：75㎝タイプ

アプリレシピをコンロに
送信して自動調理！

ガラストップ
ラインシルバー

付属品
RHS71W31E12RCSTW

RS71W27U12DGVW

希望小売価格：350,900円（税込）

185,900 円

（税込）

希望小売価格：185,900円（税込）

8 3 , 6 0 0円

（税込）

※工事費・部材費は別途（詳しくはお見積りさせていただきます。）
●お問合せはこちらまで

株式会社神奈中商事
TEL 0463-27-2209(平日9時から18時まで）

レンジフード

レンジフードは富士工業㈱の製品です。

富士工業㈱製

富士工業㈱製

OGR-REC-AP602R/L SV

希望小売価格：223,300円（税込）

144,100 円

（税込）

富士工業㈱製

XGR-REC-AP604SV

LGR-3R-AP601SV

希望小売価格：187,000円（税込）

希望小売価格：146,300円（税込）

（税込）

（税込）

121,000 円

94,600 円

※工事費・部材費は別途（詳しくはお見積りさせていただきます。）

食洗機

※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

フロントオープン

深型スライドオープン

食器収納点数
約8人分

食器収納点数

56点 ※

約6人分

※日本電機工業会自主基準による

食器収納点数

47点 ※

約5人分

※日本電機工業会自主基準による

RSW-F402C-SV

希望小売価格：217,800円（税込）

134,200 円

（税込）

標準スライドオープン

37点 ※

※日本電機工業会自主基準による

RSW-SD401LP

希望小売価格：224,400円（税込）

136,400 円

（税込）

RSW-404LP

希望小売価格：190,300円（税込）

115,500 円

（税込）

※工事費・部材費は別途（詳しくはお見積りさせていただきます。）

ファンヒーター

空気清浄機付ガスファンヒーター!!

ウイルス対策に！一年中使える
ガスファンヒーターって︖︖︖
①部屋がすぐに温まる︕約5秒で点火するから寒い朝でも広い範囲に温風が届き、
部屋全体を温める!!しかも、足元まで暖かくなります。
②乾燥しやすい冬場のお部屋でも乾燥しにくいから、お肌に優しい︕
③灯油補給の手間がない!! 重たい灯油を買いに行ったり、途中で止まって補給し
なくていいから、時間も無駄にならないし、寒くならない。
④動作音もかなり静かです。

プラズマクラスターロゴ（図
形）およびプラズマクラス
ター、Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録
商標です。

木造︓15畳まで / コンクリート造︓21畳まで

RC-T5801ACP
希望小売価格：109,780円（税込）

購入 60,000 円（税込）

リース月額

300 円

（税込）

※リースは当社プロパンガスをご利用頂いている場合に限ります。

お部屋の空気を清潔に保ち
汚れを除去する機械集じん式フィルター

集じん・脱臭にパワーを
発揮する高性能フィルター
ダニ、カビ、花粉やタバコの煙など、
空気の汚れを逃さない集じんフィルター。

暖かい空気を循環させる
サーキュレーション効果
気くばりエコと
サーキュレーション効果により
ガス消費量を20％※削減
●試験条件︓外気温5℃、設定温度22℃、部屋12畳
※空清サーキュレーター運転の風量「中」の場合。

ガス衣類乾燥機
乾燥容量 5kg

雨の日も晴れの日も・・・一年中乾太くんにおまかせ！
仕上がりふっくら…♡

あっという間に乾燥

スタンダードタイプ

※リンナイ㈱調べ

セット価格
本 体 RDT-54S-SV
専用台 DS-54HSF
排湿管 DPS-80A

希望小売価格：179,740円

110,000 円

（税込）

※工事費・部材費は別途（詳しくはお見積りさせていただきます。）

ハウスクリーニング

年末の大掃除に向けて、いつもより早く快適に！

キッチン

エアコン

コゲツキやヌメリ、水垢に油汚れ
などきれいに洗浄します。

内部まで分解・洗浄するので
イやなニオイの原因のカビやほ
こりを徹底的に除去します。

（税込）

18,700

（税込）

1台14,300 円

円

レンジフード

お掃除機能付き 1台

お掃除がしにくいレンジフード。こび
り付いた油汚れも各パーツを取り
外し徹底的に洗浄します。
（税込）

19,800

25,300

（税込）

円

仕事や子育てで忙しくて時間がない。
高齢で家事がなかなか行き届かない。
年末の大掃除が悩み・・・

円

浴室

そんな時は・・・

いろいろな汚れがたまりやすい
浴室でも頑固なカビや汚れを
スッキリと洗浄。
（税込）

お掃除をプロに任せてみませんか？
自分では掃除しきれない頑固な汚れを
専用の機材・洗剤で徹底的に洗浄します‼

19,800 円

その他、トイレ清掃・洗面清掃・フロア清掃等も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

防災食品

いつか・・・のもしもに備えてますか？

達人スリムⅢ
商品コード：CB-SS-50

お水があれば調理できます！
携帯おにぎり

COCO壱番屋監修
尾西のカレーライスセット

アルファ米の袋が
食器代わりに！
スプーン付き

【商品概要】

（カセットボンベ １本付）
お手入れ楽々 フッ素コート
ムダ火制御 縦型炎口バーナー
薄型 五徳の高さ 74㎜

1台

5,000 円

（税込）

品名
希望小売価格

CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット

内容量

野菜カレー：180g

白飯(アルファ米)
熱量
賞味期限

必要水量：128ml 出来上がり量：208g
448kcal（1セットあたり）
5年

オープン価格

1セット（5食入り）

白飯：80g

2,800 円

（税込）

鮭
わかめ
五目おこわ
昆布
賞味期限

にぎらずにできる︕

内容量42ｇ/109ｇ、152Kcal
内容量42ｇ/109ｇ、151Kcal
内容量45ｇ/104ｇ、168Kcal
内容量42ｇ/109ｇ、150Kcal
5年

※本製品は、えび、かに、小麦、乳成分、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、
まつたけ、ゼラチンを含む製品と同じ包装室で包装しています。
※アレルギー物質：鮭（鮭）、五目おこわ（大豆、小麦）

1セット（4食入り）

900 円

※4種類、各1袋となります。

（税込）

リフォーム
サザナ

ひざをついても痛くないやわらかさ
お掃除ラクラク

断熱構造で、ずっとあったか！

すべりにくく、乾きやすい
カラリパターン。

「ほっカラリ床」
POINT

４時間たっても湯温の低下は約２℃

床の表面シート（FRP）

内側のクッションで
やわらか

断熱クッション層（発泡ウレタン）

断熱ふろふ
た
浴槽

内断熱

畳のようなやわらかさを作り出し、断熱性保持、
衝撃吸収、防音効果があります。

※図はイメージです
お掃除ラクラクほっカラリ床は床の内側にクッション層を持っています。
そのクッション層がたたみのようなやわらかさを実現。
同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。

断熱床パン

（高強度断熱材・発泡ポリプロピレン） 外断熱
断熱性保持、防音効果をさらに高めます。

シンラ

肩と腰を温かく包み込むたっぷりの水流と
心地よい刺激で至福の時間を

肩も腰もたっぷりの水流で同時に楽湯。
だから、身体のすみずみまで温めて気持ちよい。

滑らかな曲面で構成されたヘッドレストと浴槽の形状。
一体感あるつながりにこだわりました。

少ない水で、しっかり便器を洗浄

きれい仕上げ
◆プレミスト
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術

毎日普通に使っているだけで、いつの間にか
大きな節約効果があります。

13L

13Lと比べて年間 約14,200円 おトク!

8L

8Lと比べて年間

1987～2001 1999～2004
年商品
年商品

ミッテ

※断熱材の色はｲﾒｰｼﾞです。
実際の色とは異なります。

楽湯 ＲAKU－ＹＵ

ファーストクラス浴槽
滑らかな曲線と光沢が
洗練された印象を生み出します

ピュアレストＱＲ／アプリコット

浴槽断熱材

ベースフレーム 強度保持の役割を果たします。

約

4,200円 おトク!

◆フチなしウォシュレット
凹凸のない滑らかな形状。
サッと拭くだけできれいになります。

ピュアレスト

4.8

スイスイ洗える水栓

スイスイ流せるシンク

出しやすく、しまいやすく

｢水ほうき水栓｣
「すべり台シンク」

お皿の上でパッと広がる幅広シャワーと
斜め形状で洗う空間が広がった

フライパンもかがまず
ラクラク取出しできます。

排水口に向かって水が
スイスイ流れる
斜め形状で洗う空間が広がる
｢水ほうき水栓｣でスイスイ洗えます

レードル水や調味料も上段の
スライドレールに収納でき
すっきり整頓できます。

野菜くずも一緒に
押し流すのでいつもキレイ

ザ・クラッソ

クリスタルカウンター

タッチスイッチ水ほうき水栓ＬＦ

自然光や照明など、当たる光によって
表情を変えるクリスタルカウンター

タッチスイッチ＆幅広シャワーで
作業がもっとスピーディに

やわらかな輝きが、空間を明るく魅力的に演出します。

オクターブ

すべり台ボウル
泡や髪がスイスイ流れる

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。
泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、
使うたびキレイに。お手入れもラクラクです。

水栓の先にポンと
触れるだけで吐水します。

幅広シャワーがパッと
広がるので汚れ落としも
サッとスピーディー。

たっぷり収納
様々な動作を、もっとラクに快適にする先進機能を満載

物の一時置き、手洗い・洗顔などの一連の動作がスムーズに行えるように、様々な機能を
スマートな直線形状の水栓金具に集約しました。

