
ガス・ＣＯ検知 ガス検知

2 0 16 年　 3月号

c o n t e n t s

■春らんまんスプリングセール
【セール期間】3/1（火）～4/30（土）

■ガス料金の口座振替のお願い　■定期保安点検　■安心ガスライフ

■ガスマイホーム発電　エコジョーズ+コレモ

■家庭用燃料電池「エネファーム」先行受付開始

3月の巡回地域

9,936円 6,912円

新コスモス
ＸＷ-715Ｇ
定価12,420円 税込

税込

かんたん
リース 205円

月
々 税込

かんたん
リース 205円

月
々 税込

定価8,640円 税込

都市ガス用
(空気よりも軽いガス）

プロパンガス用
（空気よりも重いガス）

金門製作所
ＫＴＳ-Ｐ131

安心ガス漏れ
警報器で ガスライフ

税込

4月～6月の巡回地域
■沢町・西小路町・入江町・
　中央町4丁目・小橋内町・
　港南町・増市町・祝津町・
　築地町・絵鞆町 

■東町１～５丁目

製作・印刷／株式会社日光印刷

室蘭市日の出町2丁目44番1号

1

室蘭ガス エコジョーズ 検索

室蘭ガス エネファーム 検索

ガスのある暮らしには未来がある

今
オススメ!!

定期保安点検

調査内容は次の通りです。
●ガス風呂釜・給湯器などのガス器具、給排気設備の点検。
●ガスメーターから室内の器具栓までのガスもれ検査。

ガス料金の
口座振替の
お願い

室蘭ガスでは、ガス料金のお支払に
便利な口座振替をおすすめして
おります。お支払をうっかり忘れる
心配もなくなります。
ぜひ口座振替をご利用下さい。
詳しくは料金グループまで、
お尋ね下さい。

点検員が訪問の際には、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。尚、点検に際しての費用は一切いただきません。

3月・4月のお買得商品

詳しくは
裏面を
見てね!

コンコードパーク室蘭
常設モデルハウス OPENガスのおうち紹介

お問い合わせは… 株式
会社東海建設 ℡0143-46-1200

3月19日（土） AM10:00～ グランドオープン3月19日（土） AM10:00～ グランドオープン

「パパとママ、みんな笑顔」で家づくり

エコジョーズで
給湯・暖房

発
電

電 気

リモコン
給湯・風呂

排熱を暖房に有効活用

排熱

パネルヒーター

床暖房

コレモで発電・
排熱で暖房

プラス

年間CO2削減量

約1トン
削減※

コレモってなに？

省エネ性 環境性捨てられていた熱を
有効活用 普通の暮らしがエコ活動に

バスケットコート
2面分の杉の木が
1年で吸収する量

ガスエンジンで発電し、排熱を活用して
暖房・光熱費が大幅削減できる、寒冷地
に最適なシステムです。

ガスから電 気をつくる最近
話題の

安心・快適にガスをご使用していただくため、
40か月毎に一度ガス設備の点検に
お伺いいたします。

「ガスだより見たよ」または「ガスを開ける手続きと同時購入で」
ガステーブルコンロ全機種が

セール価格（税抜）よりさらに1,000円引き！

希望小売価格36,800円 （税別）
ＰＡ-Ｎ69Ｂ

セール
価格 19,700円19,700円

（税込 21,276円）（税込 21,276円）

パロマ

予　告 いよいよ発売開始まで　あと１ヶ月

ご成約期限：　2016年6月30日（木）まで
条　　　件：　一般戸建にお住いの方で2016年12月31日（土）までに
　　　　　　 設置が可能な方に限ります。（ご新築に設置の方も含みます）
お問い合わせ：　室蘭ガス㈱営業グループまで　℡0143-44-3156

発売開始
記念企画

「エネファーム」をご成約いただいた方に
アークスＲＡＲＡポイント

10万ポイントプレゼント

2016年3月より 先行受付開始!

台所リモコン

バックアップ熱源機（エコジョーズ）
（屋内設置）

燃料電池ユニット

■本体セット
　セット希望小売価格

2,200,000円（税別）
※セット内容／燃料電池ユニット、貯湯ユニット、
　　　　　　  バックアップ熱源機
　　　　　　  リモコンセット：FC-SRE1DS

（隣接設金具セット、据置台、工事費等は別途となります）
貯湯ユニット

（屋外設置）

浴室リモコン

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
熱
源
機

据
置
台



配達・ゴムホース・バンド2個・取替・処分費込の価格です。2年保証2年保証テーブルコンロ

標準取付費18,000円（税別）込みの価格です。3年保証3年保証ビルトインコンロ

標準取付費13,500円（税別）込みの価格です。2年保証2年保証ガス湯沸器 2年保証2年保証ガス炊飯器

ガス給湯器

※商品によっては納期に時間がかかる場合が
　ございますのでご了承下さい。
※商品の価格表示は税別価格と税込価格を
　併記しております。

※ビルトインコンロ標準取付工事費〔18,000円＋消費税）〕はビルトインコンロが設置されているお客さま宅にて、同等商品へお取替えになる場合の金額です。また、設置状況により追加工事を申し受ける場合がございます。
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希望小売価格36,800円 （税別）
RT33NJH7S-C

セール
価格 19,700円19,700円

（税込 21,276円）（税込 21,276円）

希望小売価格170,000円 （税別）＋標準取付費
RHS31W21A30D2-VW

セール
価格 89,000円89,000円

（税込 96,120円）（税込 96,120円）

希望小売価格162,000円 （税別）＋標準取付費
PD-AF48WV-60CV

セール
価格 90,000円90,000円

（税込 97,200円）（税込 97,200円）

希望小売価格146,000円 （税別）＋標準取付費
N3WN6RWTSKSV

セール
価格 82,000円82,000円

（税込 88,560円）（税込 88,560円）

希望小売価格37,000円 （税別）
+標準取付費

RUS-V51XTK

セール
価格 30,000円30,000円

（税込 32,400円）（税込 32,400円）

希望小売価格36,500円 （税別）
+標準取付費

PH-5BV

セール
価格 30,000円30,000円

（税込 32,400円）（税込 32,400円）

希望小売価格36,800円 （税別）
ＰＡ-Ｎ69Ｂ

セール
価格 19,700円19,700円

（税込 21,276円）（税込 21,276円）

希望小売価格89,800円 （税別）
RTS65AWK1R-A

セール
価格 43,800円43,800円

（税込 47,304円）（税込 47,304円）

希望小売価格63,800円 （税別）
NLW2261TQ2S

セール
価格 32,500円32,500円

（税込 35,100円）（税込 35,100円）

希望小売価格64,800円 （税別）
PA-360WHA

セール
価格 33,500円33,500円

（税込 36,180円）（税込 36,180円）

希望小売価格43,800円 （税別）
NLG2260Q2LG

セール
価格 22,800円22,800円

（税込 24,624円）（税込 24,624円）

希望小売価格17,800円 （税別）RR-035GS-D
セール
価格 15,500円15,500円

（税込 16,740円）（税込 16,740円）

希望小売価格148,300円 （税別）
+ 標準工事費74,000円 （税別）

RUX-V1615SWFA-E

セール
価格 90,000円90,000円

（税込 97,200円）（税込 97,200円）

希望小売価格340,000円 （税別）
＋標準工事費153,000円 （税別）

マルチリモコンセット
GT-1651AWX-FFABL

セール
価格 250,000円250,000円

（税込 270,000円）（税込 270,000円）

＋

3.1（火）～4.30（土）セール期間

コンパクト56㎝!
コンパクト56㎝!

魚料理を自動で焼き上げる
オートグリル機能付

魚料理を自動で焼き上げる
オートグリル機能付

ガス湯沸器 防熱板

※長蛇口120cmまで
　対応いたします。（別途）

クッキングプレート
RCP-65V

3,200円（税別）相当
プレゼント!

※長蛇口100cmまで
　対応いたします。（別途）

13,000円（税別）32,000円（税別）

45,000円（税別）お得な
セット
価格!

春らんまん！ 2016

スプリングセール!スプリングセール! RARA
ポイント2倍!2倍!

※但し、配管増設工事は別途お見積りとなります。

※但し、配管増設工事は別途お見積りとなります。

5年保証5年保証

標準工事内容：排気筒２ｍ２曲がり（露出）ロックウール別途、
ガス・水・湯配管は接続まで、廃棄処分

標準工事内容：給排気筒２ｍ２曲がり（露出）ロックウール別途、
ガス・水・湯・追いだき配管は接続まで、リモコン・アダプタ取付、廃棄処分

湯はりオート
ストップ

自動湯はり
自動追焚

59%
OFF

49%
OFF

38,000円38,000円
（税込 41,040円）（税込 41,040円）

通常

通常 通常
＋

=
ガス湯沸器＋防熱板セット価格

3合

希望小売価格18,800円 （税別）RR-055GS-D
セール
価格 16,500円16,500円

（税込 17,820円）（税込 17,820円）
5合

希望小売価格20,800円 （税別）RR-100GS-C
セール
価格 17,500円17,500円

（税込 18,900円）（税込 18,900円）
1升

希望小売価格17,800円 （税別）PR-100EF
セール
価格 15,000円15,000円

（税込 16,200円）（税込 16,200円）
5合

希望小売価格16,800円 （税別）PR-60EF
セール
価格 14,000円14,000円

（税込 15,120円）（税込 15,120円）
3合

希望小売価格18,800円 （税別）PR-150EF
セール
価格 16,000円16,000円

（税込 18,000円）（税込 18,000円）
8合

希望小売価格19,800円 （税別）PR-200EF
セール
価格 18,000円18,000円

（税込 19,440円）（税込 19,440円）
1升

※写真は
　RR-055GS-Dです。

※写真は
　PR-100EFです。

セット
価格

なんと!

コンロ直上の設置場所には、防熱板が必要になります。


