
※工事及び工事部材・処分費が必要なものは別途といたします。商品によっては、取り扱いの無い販売店もございます。予めご了承ください。　※写真はイメージです
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炉ばた焼器 炙りや
CB-ABR-1-S
炉ばた焼器 炙りや
CB-ABR-1-S

スーパー炎たこ
CB-ETK-1-S
スーパー炎たこ
CB-ETK-1-S

やきまる
CB-SLG-1-S
やきまる
CB-SLG-1-S

時間がある今こそ、子どもたちと料理を楽しもう、
便利なグリルで気になっていたレシピにチャレンジ。

おうち時間応援セール 

［個人情報の取り扱いについて］　お客様の個人情報はプレゼントの発送の用途以外には使用致しません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ご応募いただきました応募券は厳重に保管し、一定期間経過後、廃棄処分いたします。

お料理のグレードアップ、お掃除楽チン、お料理のグレードアップ、お掃除楽チン、

｜申込み番号｜1-4｜
RHS71W31E12RCSTW
希望小売価格319,000円（税別）

販売価格 ¥191,400円（税別）40％OFF

｜申込み番号｜1-5｜
N3S03PWAS4BREC
希望小売価格327,500円（税別）

販売価格 212,900円（税別） 35％
OFF

｜申込み番号｜1-6｜
PD-291WST-60GQ
希望小売価格328,000円（税別）

販売価格 213,200円（税別） 35％
OFF

天板
75㎝

天板
75㎝

天板
60㎝

Plus

キャセロール付属キャセロール付属

ココットプレート付属ココットプレート付属

ザ・ココット付属ザ・ココット付属 ラ・クック（赤）付属ラ・クック（赤）付属

充実機能と格別に美しいフォルムの上質なガスコンロ 自慢のマルチグリルで手軽に本格調理を 一歩先ゆく安心とすっきり

※ご使用いただけない機種もございます。詳しくはご相談ください。

油はねガードは、グリルプレート
波型でグリル庫内での脂の飛び
散りを汚れを軽減します。

15%
OFF

調理の幅が広がり、グリルのお手
入れもラクに。 油はねガードは、
グリルプレート波型専用です。

焼き網調理と比較すると
グリル庫内の油汚れ

99.9％カット

6,800円（税別）

焼き網 グリルプレート波型+油はねガード

Cook Box
（クックボックス）

｜申込み番号｜1-2｜

上面に穴のないフタ付きだから
油はね・ニオイが大幅削減。
焼き網なしでお掃除がラク！

油の飛び散りも確認できず、
庫内はお料理前と同じピカピカの状態です。

15%
OFF

焼き網調理と比較すると
グリル庫内の油汚れ

99.9％カット

グリル新革命 ラ・クック
PGD-10B/R/Y/G/N 6,800円（税別）

｜申込み番号｜1-3｜

ココットプレート機能
搭載で調理性アップ
とお手入れ性向上

15%
OFF

焼き網調理と比較すると
グリル庫内の油汚れ

99.9％カット

6,800円（税別）

毎日焼いても、汚れない
ココットプレート

開口のスリットと
ウェーブ形状で
おいしく仕上げ
ます

開口のスリットと
ウェーブ形状で
おいしく仕上げ
ます

担当者

お求めは親切とサービスをお届けする下記のお店まで。

 私

がお
伺いします

。

グループ全国どこでも信頼のブランド グループ

※工事及び工事部材が必要なものは別途といたします。※記載の価格は消費税別です。※記載の希望小売価格は令和２年5月現在のものです。※チラシ掲載商
品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの節はご容赦下さい。※チラシ掲載商品の一部に色・デザイン等が異なる場合もございます。

応　募　券応　募　券
住　　　　所

氏　　　　名

お求めの商品のお申込番号

販 売 店 名

応募券を購入された販売店へお渡しください。

フィルターが前面にあるから

お掃除らくらく
天日干しと比べて

ふっくらとした
仕上がり

〈部材・取付工事費別途/古い器具の処分費別途〉

「乾太くん」は、頑張る忙しいママを応援します。「乾太くん」は、頑張る忙しいママを応援します。

スイッチ「ポンッ」で自動で給湯。 ストレス解消！ お風呂でゆったり、リラックスタイム!!スイッチ「ポンッ」で自動で給湯。 ストレス解消！ お風呂でゆったり、リラックスタイム!!

1回の乾燥が

わずか56円！
熱効率の良いガスでスピーディーに乾
燥されるので、経済的です。
※450円/㎡にて算出（乾燥時間は脱水の場合にり異なります）

｜申込み番号｜4-2｜

ガス衣類乾燥機「乾太くん」 
RDT-54S-SV 希望小売価格128,000円（税別）

販売価格 102,400円（税別） 20％
OFF

スタートのボタンを押すだけ!!

約52分の
スピード乾燥!
（5kgの場合）
たっぷり余裕5.0kg!肌着だけなら
28枚分、カッターシャツなら25枚分1度に乾燥できます。

乾燥時間は

電気式の約
1/3!

ガス衣類
乾燥機

ガス
給湯器

ビルトイ
ン

コンロ

｜申込み番号｜4-1｜

給湯器 RUF-E2007SAW
希望小売価格323,000円（税別）
リモコン MBC-240V
希望小売価格33,000円（税別）

20号 オート

浴室リモコン

台所リモコン
大画面液晶パネル
ユニバーサルデザイン設計
エネルック機能

｜申込み番号｜4-2｜

給湯器 GT-C2062SAWX BL
希望小売価格319,000円（税別）
リモコン RC-J101E
希望小売価格33,000円（税別）

20号 オート

浴室リモコン

台所リモコン

みやすい表示
エネルック機能

｜申込み番号｜4-3｜

給湯器 FH-E208AWL
希望小売価格319,000円（税別）
リモコン MFC-E226V
希望小売価格33,000円（税別）

20号 オート

浴室リモコン

台所リモコン

タイマー機能
エコモード

｜申込み番号｜4-4｜

給湯器 GX-H2002AW-1
希望小売価格318,000円（税別）
リモコン TC-900
希望小売価格33,000円（税別）
文字が浮き出るステルス表示の新世代スタイリッシュリモコン

20号 オート

浴室リモコン

台所リモコン

エネルック
エコ運転機能

配管クリーン
従来の1.5倍の文字表示

セール期間 9月末までl楽しく快適に l

21 3 4 5 6 7 8 9 10 21 3 4 5 6 7 8 9 10 21 3 4 5 6 8 9 10

♥乾いた洋服を
　お子さんと一緒にたたみましょう！

ココットプレート
｜申込み番号｜1-1｜

ドラム除菌モード搭載

セール期間中、抽選で  下記の商品を抽選でプレゼント！！セール期間中、抽選で  下記の商品を抽選でプレゼント！！10,000円（税別）以上お買い上げで

6名様6名様6名様6名様 6名様6名様

ふっかふかのタオルや洋服を一緒にたたむと、楽しい
ですよ！普段は、学校に習い事に忙しい子どもたちも、
今は少し時間があるので、これを機に、家事のお手伝
い習慣を身につけてもらいましょう！

「親子でどちらが早くたためるかを
　競争！」など、遊びの要素を入れる
　　と楽しみながらできます！

子どもが最初から洗濯物を上手に
たたむことは難しいので、お母さ
んがたたみ直すのではなく、もう
一度たたみ方を教えてあげましょ
う。子どもが自分なりにたたんだ
後は、動作の手順が手の感覚に
残っています。もう一度子ども自
身の手でやってみると、たたみ方
を覚えることができますよ！

洗濯物
たたみの
point

洗濯物
たたみの
point

NEW

トッププレート表示 麺ゆでモード マルチグリル ラ・クックPGD-10R同梱/エリアセンサー

5年保証

給湯95％・ふろ92％と 最高水準の熱効率。　　　　　　　給湯95％・ふろ92％と 最高水準の熱効率。　　　　　　　建物の美観をより魅力的にする意匠建物の美観をより魅力的にする意匠

made in Japan に拘った安全性・快適性 ガス給湯器made in Japan に拘った安全性・快適性 ガス給湯器

NEW 7年保証

5年保証

合計希望小売価格356,000円（税別） 合計希望小売価格352,000円（税別）

合計販売価格 160,200円（税別） 55％OFF～ 合計販売価格 158,400円（税別） 55％OFF～32℃出湯
給湯最小号数1.5号
入浴サポート機能対応

合計希望小売価格352,000円（税別）

合計販売価格 158,400円（税別） 55％OFF～

合計希望小売価格351,000円（税別）

合計販売価格 158,000円（税別） 55％OFF～

BRIGHTSシリーズBRIGHTSシリーズ

VoiceFelimo
シリーズ
VoiceFelimo
シリーズ

凍結予防機能
配管クリーン機能
塩害対応

HARMONYシリーズHARMONYシリーズ

900シリーズ900シリーズ

TV CM 放送中
塩害塗装 

NEW

ガスのパワフルな温風で、5kgの洗濯物を約52分で乾燥。

NEW

「グリル内調理器」「グリル内調理器」



強火4.2kwからトロ火
0.37kwまで幅広い
火力で調節できます。

6 W高火力

「姿焼」「切身」「干物」
と焼き加減を選択すれ
ば、自動で焼けます。

1 オートグリル

上・下バーナーで、裏
返さずに早く、きれい
に焼けます

2 水無両面焼き

専用鍋でご飯を約17
分（蒸らし10分）自動
で炊き上げます。

3 炊飯機能

料理に合わせた設定
で「ゆですぎ」「煮過
ぎ」を防ぎます。

4 コンロタイマー

油の温度を設定する
と自動で火力を調節
してくれます。

5 温調機能

鍋の無い状態では点
火しません。

7 鍋なし検知

機器本体が震度約４
以上の揺れを感知す
ると自動消火します。

8 感震機能

ビルトインコンロの
ON⇔OFFがレンジ
フードの運転と連動。

9 レンジフード連動

下ごしらえした材料
を入れて、自動調節
し調理します。

10 グリル内調理器対応

ガスコンロの掲載商品に番号がついています。　■がつけてある番号が搭載機能です。 
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キーマカレーバゲット

チーズダッカルビ

お手軽コンロ、お得にカンタンお取り替え!!お手軽コンロ、お得にカンタンお取り替え!!
テーブル
コンロ

取替簡単、よりおしゃれに、お手入れしやすく大変身！取替簡単、よりおしゃれに、お手入れしやすく大変身！
レンジ
フード

天板
60㎝

慣れ親しんだ焼網グリル お手入れ性と調理のすぐラクが進化人気機能的で使いやすい、シンプル＆スマートなガスコンロ

毎日の料理に欠かせないガスコンロ、魅力的な機能を搭載した製品が続々登場!!毎日の料理に欠かせないガスコンロ、魅力的な機能を搭載した製品が続々登場!!
ビルトイ

ン
コンロ

｜申込み番号｜3-1｜
RHS71W23L8RSTW
希望小売価格220,00円（税別）

販売価格 132,000円（税別） 40％
OFF

｜申込み番号｜3-2｜
N3WR9PWAS6STES
希望小売価格223,0000円（税別）

販売価格 122,700円（税別） 45％
OFF

｜申込み番号｜3-3｜
PD-821WS-75GX
希望小売価格218,000円（税別）

販売価格 119,900円（税別） 45％％
OFF

天板
75㎝

｜申込み番号｜3-7｜

OGR-REC-AP601R/LSV 
希望小売価格193,000円（税別）

販売価格 154,400円（税別） 20％
OFF

｜申込み番号｜3-8｜

NFG6S14MSI(L/R)
希望小売価格123,000円（税別）

販売価格 98,400円（税別） 20％
OFF

「汚さない」という発想。オイルスマッシャー搭載。 お手入れしやすいノンフィルタータイプ

｜申込み番号｜3-9｜

レンジフード本体：
VRAT-752ARC(V)
スライド前幕板：
VSZP-75(V)
希望小売価格74,500円（税別）

販売価格 70,800円（税別） 5％
OFF

お掃除らくらくフィルタータイプ
コンロ連動/ホーロー整流板

すっきりフェイスデザイン キッチンの華になるきらめき大人コンロお料理の楽しさアップ。カラーで選べるガスコンロ

｜申込み番号｜3-4｜
RS31W27P11DGVW
希望小売価格153,000円（税別）

販売価格 91,800円（税別） 40％OFF

｜申込み番号｜3-5｜
N3WQ6RWASKSI
希望小売価格153,000円（税別）

販売価格 84,200円（税別） 45％OFF

｜申込み番号｜3-6｜
PD-721WS-60CV
希望小売価格153,000円（税別）

販売価格 84,200円（税別） 45％OFF

幅
60㎝

幅
60㎝

幅
75㎝

75㎝・90㎝幅もございます。75㎝・90㎝幅もございます。 75㎝・90㎝幅もございます。75㎝・90㎝幅もございます。

321 4 5 6 8 9 10 321 4 5 6 9 10 321 4 5 6 9 10

ココットプレート付属ココットプレート付属

ワイドグリル

グリルプレート波型付属
（ワイドグリル用）

グリルプレート波型付属
（ワイドグリル用）

天板
75㎝

天板
75㎝

※工事及び工事部材・処分費が必要なものは別途といたします。商品によっては、取り扱いの無い販売店もございます。予めご了承ください。　※写真はイメージです

便利機能一覧

お家にお子さんがいると、お昼ご飯が一食増えちゃって、メニューに困る…。そんな
時こそ、お子さんと一緒に楽しくお料理。きっと食事が大切だと考える“食育”の
一歩になるかと思います。楽しく学んで、美味しく食べましょう！

簡単お料理テク！！
忙しいママを応援

ラ・クック（赤）付属ラ・クック（赤）付属

ラ・クック（赤）付属ラ・クック（赤）付属

材料 （2人分）

・鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・200g
・玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/4個
・パプリカ（赤•黄）・・・・・・・・・各1/4個
・エリンギ・・・・・・・・・・・・・・・・1/4個
 A
・キムチ（粗く刻む）・・・・・・・100g
・にんにく（すりおろし）・・・・小さじ1
・しょうが（すりおろし）・・・・小さじ1
・コチュジャン・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
・みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
・しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
・とろけるピザ用チーズ・・・・・50g

①鶏もも肉は一口大に切り、合わせたＡに30分ほど漬
　込みます。
②玉ねぎ•パプリカ•エリンギは一口大に切ります。
③漬込んだ①と②を混ぜ合わせます。
④ラ・クックに③を広げながらのせ、その上にチーズ
　をのせて焼きます。

作り方

ラ・クック

使用調理器

調理時間：【火加減】上火弱 下火弱  【加熱時間】10～11分

シンプル・スタイリッシュ

｜申込み番号｜3-10｜
PA-A64WCK-(R/L)
希望小売価格84,800円（税別）

販売価格 50,900円（税別） 40％OFF

1 2 3 4 5 10

｜申込み番号｜3-12｜
NLG2280Q1LGM
希望小売価格43,800円（税別）

販売価格 26,300円（税別） 40％OFF

材　料 
・バゲット
・とろけるチーズ
・キーマカレー

①バゲットを1センチ幅に切る。
②切ったバゲットに〝キーマカレー”をのせる。
③とろけるチーズを乗せて、ココットプレート
　に並べてグリルに入れる。（フタはしません。）
④ココットプレートオートメニュー「トースト
　モード 〝標準”」で設定し、点火。
　（モードがない場合は、タイマー
　5分で様子を見ながら加熱）

作り方

調理時間：約10分

グリルで焼くことで、
カレーのとろみは残し
つつ、チーズはトロッ
と溶かし、サクッと美
味しく焼き上げます！

Point

ココットプレート

使用調理器

おやつ、おつまみに !

クックＢＯＸ対応 グリルクリーンモード 連続オートグリル

5年保証

5年保証

天板
60㎝

天板
60㎝

天板
60㎝

ココットプレート付属ココットプレート付属

お手入れかんたんグリル プッシュオープンパネル クックＢＯＸ対応 親水アクアコートトップ

オイルガード塗装
独立スイッチ

オイルスマッシャー搭載
コンロ連動
LED照明

ココットプレート同梱で、より便利にお手軽に。

｜申込み番号｜3-11｜
RT66WH1RG-BA(R/L)
希望小売価格75,800円（税別）

販売価格 45,500円（税別） 40％OFF

ココットプレート付属ココットプレート付属

2 3 4 5 10

クリスタルコート

水無片面焼

照り焼きチキン
子どもと過ごす時間が増える !

絶品料理を簡単に !

クックボックス

使用調理器材　料 ・鶏肉　・タレ（酒、砂糖、しょう油、みりん）

①鶏もも肉の皮目にフォークで数ヵ所穴を開ける。
②タレを袋に入れて肉を入れてよく混ぜ、30分漬け込む。
③表面のタレをふき取り、冷凍保存袋に平らに並べて冷凍
④マルチグリルなら冷凍しておいた鶏肉を解凍することな
　く、並べてボタンを押すだけ。

作り方 週末の下ごしらえから調理も簡単に！

Before After

▶

調理モード：調理モード［解凍焼き上げ］
調理時間：約25分

節
約
時
間
を
活
用 宿題をみてあげたり、話に耳を傾けたり…宿題をみてあげたり、話に耳を傾けたり…

321 4 5 6 8 10 321 4 5 6 10 321 4 5 6 9 10

フラット焼網で取り出しやすく、洗いやすい。
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