
２ ４時間３ ６ ５日体制で安心、安全を提供する

花 巻 ガ ス 株 式 会 社
花巻市材木町17番37号

TEL 0198 - 22-3633   FAX 0198 - 24-9089
U R L   http://www.hanamakigas.jp

ホームページ

会 場 花巻ガス㈱ ショールーム

『チラシ有効期間』 ９月３０日 ～ １０月３１日 まで

『開催期間』

みんな来てねー！

～ 月

～ 午後

金 木

（ ご来場の際は、マスク着用・手指消毒をお願いします ）

ファンヒーター

システムバス / システムキッチン

SRC-365E/オープン価格

●エコ運転

●スポット暖房

●コンパクト

●プラズマクラスター

RC-U5801PE-BG
定価 １０６，７００円（税込）

●速暖機能

●エコ運転

●スポット暖房

●スイング機能

●プラズマクラスター

●赤外線リモコン

RC-A4401NP-MW
定価 ９４，９３０円（税込）

感謝祭価格 64,000円
（税込）

感謝祭価格 56,900円
（税込）

【タカラスタンダード】

システムバス １６１６型 一坪タイプ

グランスパ

【クリナップ】

システムキッチン I型 間口２５５

ステディア

感謝祭価格 679,000円
（税込）

感謝祭価格 790,000円
（税込）

●標準工事費 ： 22万円～ ●工期 ： 2日間程

●標準工事内容 ： 解体工事/電気工事/コーキング/

給排水工事/組立工事/処分費/ガス工事

●標準工事費 : 55万円～

●工期 : 7日間程

●標準工事内容

解体工事/断熱工事/電気工事/土間工事 / 

給排水工事/壁クロス貼り/組立工事/処分費

工事費は現地を確認後お見積致します

FFガス暖房機

FFR-4222G/GP
定価 ２１１，２００円（税込）

感謝祭価格 136,000円
（税込）

━ チラシ掲載商品以外にも多数取り扱っておりますので、ぜひご来場下さい ━

中古品ご購入＆新規ご購入＆レンタル予約受付‼

カセットガスシリーズ

CB-ABR-2CB-SLG-2
感謝祭価格

7,480円
（税込）

CB-GHP-BCB-KZ-3
感謝祭価格

６,900円
（税込）

感謝祭価格

13,800円
（税込）

感謝祭価格

7,980円
（税込）

カセットフー
圧倒的に風に強いカセットこんろ！

ホットプレート
炎のチカラでおいしさ自在！

焼肉グリル
煙の発生を少なく抑え、

屋内で手軽に焼肉を楽しめる！

炉ばた焼き器
卓上で七輪焼きの楽しさ！

月々 円 （税込）

1シーズン 円 （税込）

台数限定

円 （税込）

※在庫に限りがございます

レンタル （11月～翌4月末） 中古 （レンタル使用品）

●すぐにあたたまる！ ●空気が乾燥しにくい ●面倒な燃料補給から解放！

●イヤなニオイがしない ●子供にも安心！
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工事費・部材費（ガスコード）は別途請求となります

新品 （最新モデル）

（税込）

施工部材、工事費別途見積りとなります

※画像はイメージです

※画像はイメージです

定価 １，２７０，７２０円（税込）定価 ８４８，８７０円（税込）

●コンパクトタイプ

●エコ運転

●音声お知らせ

●暖房目安

木造 ： １５畳まで

コンクリート造 ： ２１畳まで

●暖房目安

木造 ： １２畳まで

コンクリート造 ： １６畳まで

●暖房目安

木造 ： １１畳まで

コンクリート造 ： １８畳まで

●暖房目安

木造 ： １１畳まで

コンクリート造 ： １５畳まで



ガスならではの経済性!

PA-S45B-L/RPA-A96WCR-L/R
RTS65AWG34R2NG-VL/R
定価 １５１，３６０円（税込）

定価 ５１，８１０円（税込）定価 １１２，９７０円（税込）

テーブルコンロ

感謝祭価格 83,000円
（税込） （税込）

感謝祭価格 24,800円
（税込）

RHS71W32L24RSTW
定価 ２５４，１００円（税込）

感謝祭価格 139,000円
（税込）

PD-509WS-60CV
定価 １５５，９８０円（税込）

感謝祭価格 77,000円
（税込）

N3S15PWASKSTEC
定価 ３５４，３１０円（税込）

感謝祭価格 99,800円
（税込）

●お掃除簡単

オイルスマッシャー

●風量おまかせ運転

●LED照明

OGR-REC-AP752R/LSV （幅75ｃｍ）
定価 ２５７，７３０円（税込）

（税込）

●ノンフィルタ―

●DCモーター

●LED照明

XGR-REC-AP754SV （幅75ｃｍ）
定価 ２１７，８００円（税込）

感謝祭価格 169,000円
（税込）

TAG-REC-AP751SV (幅75ｃｍ）
定価 ２６４，０００円（税込）

感謝祭価格 147,000円
（税込）

●自動洗浄

●自動換気

●お掃除簡単

●風量おまかせ運転

定価 １０１，６４０円（税込）

RR-055MTT(MB) 5.5合
定価 ５５，２２０円（税込） 定価 ８４，５９０円（税込）

PR-M18TR 10合RR-100VQT(DB) 10合

レンジフード

ガス衣類乾燥機

ガス炊飯器

ビルトインコンロ

施工部材、工事費別途見積りとなります

取替作業費 5,500円（税込）～/処分費 1,100円（税込）/部材費別途請求

取替作業費16,500円（税込）～/処分費1,100円（税込）/部材費別途請求

ゴム管・作業費込み/処分費1,100円（税込）

RHS71W31E13RCSTW
定価 ３６８，５００円（税込）

（税込）
感謝祭価格 180,000円

（税込）

感謝祭価格

３９,８00円 （税込）

感謝祭価格

６１,000円 （税込）

小型湯沸器

感謝祭価格

２６,000円 （税込）

感謝祭価格

２６,000円 （税込）

定価 ４４，７７０円（税込）定価 ４４，７７０円（税込）

PH-5BVRUS-V51XTK(WH)

ガス給湯器

（税込）

感謝祭価格 198,000円
（税込）

感謝祭価格 248,000円
（税込）

定価 ５９８，９５０円（税込）

●マイクロバブルバス

ユニット内蔵

●24号オートタイプ

●リモコン・循環込み

RUF-ME2406SAW

+専用リモコン+専用循環金具

●20号オートタイプ

●リモコン込み

FH-E2011SAWL

+ 専用リモコン
定価 ４１４，４８０円（税込）

●プレミアムフルオート

●ＵＶ除菌ユニット内蔵

●20号タイプ

●リモコン込み

GT-C2062PAWX-2 BL 

+ 専用リモコン
定価 ５２４，８１０円（税込）

+
専用ガスコード

定価 １９４，０４０円（税込）

N3WT7RWASKSIC

取替作業費 22,000円（税込）～/処分費 1,100円（税込）/部材費別途請求

排湿管セット

専用台

+ +

③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬

⑭ ⑮ ⑯ ⑱

⑲ ⑳ ㉑

取替作業費 3,300円（税込）～/処分費 1,100円（税込）/部材費別途

本体

① RDT-54S-SV （5ｋｇタイプ）

+専用台+排湿管セット+専用ガスコード
定価 １９５，６９０円（税込）

（税込）

② RDT-80 （8ｋｇタイプ）

+専用台+排湿管セット+専用ガスコード
定価 ２３３，７５０円（税込）

（税込）

取付には専用ホース（別売）が必要です / 処分費 1,100円（税込）

（税込）

ラ・クック 同梱

60ｃｍタイプ75ｃｍタイプ

75ｃｍタイプ 75ｃｍタイプ

75ｃｍタイプ

●不完全燃焼防止装置

●再点火防止装置

●立消え安全装置

●過熱防止装置

●消し忘れ消火装置

付属品

⑰
●不完全燃焼防止装置

●消し忘れ防止装置

●立消え安全装置

●点火時炎検出装置

●過熱防止装置

※メーカー成約プレゼントキャンペーン（Web応募限定）

10,800円相当カタログギフトプレゼント‼

※メーカー成約プレゼントキャンペーン（Web応募限定）

4,800円相当カタログギフトプレゼント‼

※メーカー成約プレゼントキャンペーン

・Oisixこだわり食材セット（4,500円相当） ・高級ミトン プレゼント

3合炊飯鍋 ・ 油はねガード

キャセロール ・ 波型プレート

プレゼント

高級ミトン

プレゼント

プレゼント

3合炊飯鍋

ミトン ・ ふきんセット

プレゼント

ラ・クックグラン ・ 3点セット

プレゼント

炊飯鍋

※リンナイ(株)調べ


