
株式会社

チラシ有効期限/2022.3.26まで

QRコードより商品の詳細が
ご覧いただけます。

※ 　は、エネちょポイントの付与数です。
※ ㋱希望小売価格…メーカー希望小売価格の略称です。

納期遅延に関する
お詫びとご案内

新型コロナウイルス感染拡大や世
界的な電子部品等の供給不足の影
響により、チラシ掲載商品の入荷に、
通常より大幅にお時間をいた
だく状況となっております｡お客
様には、多大なご迷惑をおかけする
場合もございますが､ご理解のほど
よろしくお願い申し上げます｡

5日間限定目玉商品

1,000円分1,000円分
お買い上げ商品合計金額
5万円以上10万円未満

2,000円分2,000円分
お買い上げ商品合計金額
10万円以上15万円未満

3,000円分3,000円分
お買い上げ商品合計金額
15万円以上

※お買い上げ金額（税込）は、商品代のみの価格に限ります。
※イベント期間中の成約分に限ります。

ウィズナ
PD-809WS-75GJ
㋱希望小売価格206,800円(税込)

75㎝ 75㎝

標準取付工事費込 1450ポイント
290,000(税込)

円

標準取付工事費別 499ポイント
99,800(税込)

円

XGR-REC-AP754SV
㋱希望小売価格198,000円(税込)

レンジフード

先着3セット

ビルトインコンロ・
レンジフード
セット価格

※サイズ違い特殊工事は別途費用かかります。

単機能給湯器
GS-H1602W-1
㋱希望小売価格173,800円(税込)

省エネ給湯器

リモコン別途

トラブル駆けつけ

お手伝い

水まわり 玄  関  鍵
窓ガラス

電球交換 高所窓清掃
家 具 移 動
電 気 設 備

ガス＋電気ご利用
330 円（税込）

ガスのみご利用
385 円（税込）

月額利用料

会員制

※電気設備とお手伝いのご利用は年 2 回まで（対応時間：9~17 時）

先着5台

ガス器具キャンペーン
営業時間 8：40▶17：20

3/22 ~262022 T
U
E

S
A
T

商品券を進呈！！（山形屋orタイヨー）
5万円以上お買上げの場合合計金額に応じて

ご成約記念特典

12回払いまで
分割金利手数料なし

※商品、工事費等を含め5万円以上に限ります。
※チラシに掲載しているものに限ります。
※大阪ガスファイナンスをご利用する場合に限ります。

日本ガスグループ 株式会社 ニチガスサービス
日本ガス南部サービスショップ
鹿児島市谷山中央6-48-16
TEL：(099)260-3055

主催

日本ガス株式会社
鹿児島市中央町8-2後援



取付工事費別途 824ポイント
164,800(税込)

円

リッセ
㋱希望小売価格249,700円(税込)
RHS71W32L22RSTW

ココット
プレート付

取付工事費別途 654ポイント
130,800(税込)

円

マイトーン ガラストップ
㋱希望小売価格185,900円(税込)
水無し両面焼き/RS71W27U12DGVW

75㎝ 75㎝

取付工事費別途 599ポイント
119,800(税込)

円

N3WS6PWAS6STE
㋱希望小売価格207,900円(税込)

ピアットライト

取付工事費別途 449ポイント
89,800(税込)

円

N2WT8RWTS6SI
㋱希望小売価格143,000円(税込)

Fami2口タイプ

取付工事費別途 594ポイント
118,800(税込)

円

75㎝

ウィズナ
PD-809WS-75GJ
㋱希望小売価格206,800円(税込)

ゴムホース込み 234ポイント
46,800(税込)

円

㋱希望小売価格74,580円(税込)

エブリシェフ
PA-370WHA-（L／R）

ゴムホース込み 139ポイント
27,800(税込)

円

㋱希望小売価格49,280円(税込)

水無し片面グリル
水無し片面焼き/PA-S42B-（L/R）

ゴムホース込み 279ポイント
55,800(税込)

円

ラクシエファイン
㋱希望小売価格83,380円(税込)

RT66WH7RG-CW（L／R）

ココット
プレート付

給湯器
レンジフード

ガス衣類乾燥機 蛇口一体型浄水器

※チラシ掲載商品以外でも､
ご相談ください｡
お見積無料!!
※ 　は、エネちょポイントの付与数です。
※ ㋱希望小売価格…メーカー希望小売価格の
　 略称です。

㋱希望小売価格36,850円(税込)

クリーンワンホール
JL307MN-9NL2

39,800(税込)

円
199ポイント標準取替費込

㋱希望小売価格33,000円(税込)

クリーン壁だし
JL337AN

35,800(税込)

円
179ポイント標準取替費込125,800(税込)

円
629ポイント

取付工事費込

RDT-54S-SV
サイズ
高さ684×幅650×奥行561mm
㋱希望小売価格140,800円(税込)
+標準取付費、必要部材59,000円相当

専用台 排湿筒 専用ガスコード1ｍ

・ガス工事費別途
・日本ガス（都市ガス）ご使用のお客様に限ります。
※キャンペーン価格は、既築のお客様で新規取付の場合に限ります。
※買替の場合は、本体と専用台（高）と標準取替工事費込みで、
　上記新規取付価格の一万円引き（税込）の価格となります。

取付工事費別途 899ポイント
179,800(税込)

円

リモコン別途

省エネ給湯器

FH-E2012SAWL
㋱希望小売価格
　350,900円(税込)

追焚き機能付給湯器

取付工事費別途 814ポイント
162,800(税込)

円

省エネ給湯器

GX-H2002AW-1
㋱希望小売価格
　349,800円(税込)

追焚き機能付給湯器

リモコン別途

取付工事費別途 549ポイント
109,800(税込)

円

省エネ給湯器

RUX-E2016W
㋱希望小売価格
　179,300円(税込)

単機能付給湯器

リモコン別途

取付工事費別途 839ポイント
167,800(税込)

円

省エネ給湯器

RUF-K206SAW
㋱希望小売価格
　335,500円(税込)

追焚き機能付給湯器

リモコン別途

ココット
プレート付

テーブルコンロ ゴムホースをプレゼント！ビルトインコンロ 取付工事・部材費・処分費一式別途11,000円（税込）～となります｡

60㎝

OGR-REC-AP752SV(L/R） 

1088ポイント

㋱希望小売価格234,300円(税込)

217,600(税込)

円

レンジフード

標準取付工事費込

XGR-REC-AP754SV

925ポイント

㋱希望小売価格198,000円(税込)

185,000(税込)

円

レンジフード

標準取付工事費込

LGR-3R-AP601SV

786ポイント

㋱希望小売価格146,300円(税込)

157,300(税込)

円

レンジフード

標準取付工事費込

レンジフードは60㎝・75㎝・90㎝幅がございます｡サイズによって価格が異なります｡

ゴムホース込み 334ポイント
66,800(税込)

円

㋱希望小売価格107,580円(税込)

グランドシェフプレミアム
水無し片面焼き/PA-A96WCR-(L/R)

75㎝

75㎝

75㎝ 60㎝

ラ・クック
同梱


