
お預かりしました個人情報は、当社事業の調査及び抽選の当選周知、景品のお届けのため利用します。
お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提示することはありません。（法令等により開示を求められた場合を除く）

クレシアギフトカード
2,900円分
クレシアギフトカード
2,900円分

消せるボールペン

個人情報の取扱いについて

抽 選 日

参加方法

応募締切

11月 25日（1等が当選された方のみお電話いたします）
景品・粗品は12月より順次お届けいたします。

3等5名様

感染症対策に
ご協力くだサイ

完全予約制

消せるボールペン

商品券10,000円分商品券10,000円分

1等1名様

クリネックス至高 極（きわみ）
ティシュー詰合せ

クリネックス至高 極（きわみ）
ティシュー詰合せ

クリネックス 極上のおもてなし
トイレットロール

クリネックス 極上のおもてなし
トイレットロール

スコッティ カシミヤクリネックス ティシュー ブティーク

ティシュー・トイレットロール詰合せ

抽選抽選会

11月15日（必着）

9：00～16：00
長田野ガスショールーム ウィステリア長田野ガスショールーム ウィステリア

時 間

場 所

11月1日月～15日月11月1日月～15日月
展示会を開催！！展示会を開催！！

ウィステリア地図ウィステリア地図
住所：福知山市大池坂町110番地住所：福知山市大池坂町110番地

同封のアンケートにご回答いただき住所・氏名・連絡先をご記入いただきポストへ
投函してください。（記入がない場合対象外となります。）

長田野ガスセンター

TEL：0773-27-0689TEL：0773-27-0689

2等3名様
クレシアギフトカード
3,600円分
クレシアギフトカード
3,600円分 クリネックス ティシュー

ウルトラファミリーサイズ
クリネックス ティシュー
ウルトラファミリーサイズ3種類から

お選び
いただけます

ー大感謝セール
11月1日　～30日11月1日 ～30日月 火

3種類から
お選び

いただけます

※セール期間中までにご契約いただいた方が対象です。※セール期間中までにご契約いただいた方が対象です。

1万円分1万円分
20万円以上 10万円以上

5千円分5千円分
3万円以上

3千円分3千円分

★2大特典★2大特典

会場ではマスクを着用してくだサイ
ご来場・ご退場時の手・指の消毒に
ご協力くだサイ
来場時の検温にご協力くだサイ
発熱・体調不良の方はご来場を
ご遠慮くだサイ
事前のご予約にご協力くだサイ

ご来場時のお願い

アンケ
ート

※ご予約が無い場合は対応いたしかねます※ご予約が無い場合は対応いたしかねます

ウィステリア

上田歯科医院様

喫茶・軽食ジャマイカ様

写真のたちばな様
山崎電機様

沢田薬局様 Ash Gran様



111111 000,05,000,05,000円円円105,000円105,000円
下取り5千円下取り5千円

00037,000,37,000円円37,000円37,000円
下取り2千円下取り2千円

00068,000,68,000円円68,000円68,000円
下取り1万円下取り1万円

111111 000,00,000,00,000円円円100,000円100,000円
下取り1万円下取り1万円

111111 000,45,000,45,000円円円円円145,000円145,000円
下取り1万円下取り1万円

下取り2千円 下取り2千円 下取り2千円千円千円 千円千円 千円千円

購入金額5万円以上かつお支払い金額1千円以上の商品が対象です。
弊社提携クレジット会社との契約・審査が必要です。 申込時20歳以上、最終支払時80歳以下の方が対象です。

分割プランのご利用は「当社のお客様」に限ります。

PH-EM2015AWL
MC-150V（台所）
定価￥197,780-

PH-EM2015AWL
MC-150V（台所）
定価￥197,780-

PH-EM2015AWL
MC-150V（台所）
定価￥197,780-

GT-C2462PAWX-2BL
RC-G001EW-2
定価￥520,080-

GT-C2462PAWX-2BL
RC-G001EW-2
定価￥520,080-

GT-C2462PAWX-2BL
RC-G001EW-2
定価￥520,080-

専用給湯器

7年保証付

GT-C2462SAWX-2BL
RC-J101E　
定価￥416,900-

GT-C2462SAWX-2BL
RC-J101E　
定価￥416,900-

GT-C2462SAWX-2BL
RC-J101E　
定価￥416,900-

RVD-E2405SAW2-3
MBC-240V
定価￥469,700-

RVD-E2405SAW2-3
MBC-240V
定価￥469,700-

RVD-E2405SAW2-3
MBC-240V
定価￥469,700-

PA-370WHA-R
定価￥74,580-
PA-370WHA-R
定価￥74,580-
PA-370WHA-R
定価￥74,580-

工事費込み工事費込み工事費込み 工事費込み工事費込み工事費込み 工事費込み工事費込み工事費込み 工事費込み工事費込み工事費込み

NLW2290ACBA
定価￥93,280-
NLW2290ACBA
定価￥93,280-
NLW2290ACBA
定価￥93,280-

RT66WH1RG-BA
定価￥83,380-
RT66WH1RG-BA
定価￥83,380-
RT66WH1RG-BA
定価￥83,380-

PA-A96WCR
定価￥107,580-
PA-A96WCR
定価￥107,580-
PA-A96WCR
定価￥107,580-

給湯暖房機

7年保証付
ふろ給湯器

7年保証付
ふろ給湯器

78,000円78,000円

42,000円42,000円

000040,000440 00040,40,000円円40,000円40,000円 00046,000446 00046,46,000円円46,000円46,000円 00052,000552 00052,52,000円円52,000円52,000円 00059,000,59,000円円円59,000円59,000円
下取り2千円下取り2千円

111111 00022,000,22,000円円円122,000円122,000円
下取り1万円下取り1万円

111111 00028,000,28,000円円円128,000円128,000円
下取り1万円下取り1万円

111111 00070,000,70,000円円円170,000円170,000円
下取り1万円下取り1万円

000250,000222250,000円円円円円250,000円250,000円
下取り1万円下取り1万円

000260,000260,000円円円260,000円260,000円
下取り2万円下取り2万円

11 00030,000,30,0000円円130,000円130,000円
下取り2万円下取り2万円

11 00090,000,90,0000円円190,000円190,000円
下取り2万円下取り2万円

000255,000,255,0000円円円255,000円255,000円
下取り2万5千円下取り2万5千円

工事費込み工事費込み工事費込み

280,000円280,000円
工事費込み工事費込み工事費込み工事費込み工事費込み工事費込み

210,000円210,000円150,000円150,000円

工事費込み工事費込み工事費込み

次世代のお風呂
キレイと安心で毎日をサポート！！
次世代のお風呂
キレイと安心で毎日をサポート！！
次世代のお風呂
キレイと安心で毎日をサポート！！

280,000円280,000円

132,000円132,000円 138,000円138,000円 180,000円180,000円 260,000円260,000円

48,000円48,000円 54,000円54,000円

110,000円110,000円 155,000円155,000円

家事をもっと時短化家事をもっと時短化
●干す手間も取り込む手間もなし
●天候や大気汚染を気にしない
●干す手間も取り込む手間もなし
●天候や大気汚染を気にしない

【要注意点】
掲載価格は本体価格のみです。
部材費・施工費・廃棄料は別途となります。
お見積もりの際に、下見が必要となります。

【要注意点】
掲載価格は本体価格のみです。
部材費・施工費・廃棄料は別途となります。
お見積もりの際に、下見が必要となります。

RDT-54S-SV(5㎏タイプ)
定価￥140,800-本体
RDT-54S-SV(5㎏タイプ)
定価￥140,800-本体 【要注意点】

掲載価格は本体価格のみです。

ガス栓設置が必要な場合下見をさせて頂きます。

【要注意点】
掲載価格は本体価格のみです。
ガス専用コードは別途となります。
ガス栓設置が必要な場合下見をさせて頂きます。

給湯器

お問合せ先 ㈱長田野ガスセンター 0773-27-0689

N3WS6PWAS6STE
定価￥207,900-
N3WS6PWAS6STE
定価￥207,900-
N3WS6PWAS6STE
定価￥207,900-

PD-809WS-75GJ
定価￥206,800-
PD-809WS-75GJ
定価￥206,800-
PD-809WS-75GJ
定価￥206,800-

RHS71W32L22RSTW
定価￥249,700-
RHS71W32L22RSTW
定価￥249,700-
RHS71W32L22RSTW
定価￥249,700-

RHS71W31E13RCSTW
定価￥350,900-
RHS71W31E13RCSTW
定価￥350,900-
RHS71W31E13RCSTW
定価￥350,900-

NFG6S21MSI
定価￥113,300-
NFG6S21MSI
定価￥113,300-
NFG6S21MSI
定価￥113,300-

VRAS-E725ADLN
定価￥111,650-
VRAS-E725ADLN
定価￥111,650-
VRAS-E725ADLN
定価￥111,650-

XGR-REC-AP753SV
定価￥190,300-
XGR-REC-AP753SV
定価￥190,300-
XGR-REC-AP753SV
定価￥190,300-

油を水滴状に
弾く塗装により
汚れを落としやすい

油を水滴状に
弾く塗装により
汚れを落としやすい

DSモーターで
消費電力1/4カット
ワンタッチ着脱ファン
お手入れがしやすい

DSモーターで
消費電力1/4カット
ワンタッチ着脱ファン
お手入れがしやすい

ノンフィルター　
ワンタッチ着脱ファン
お手入れがしやすい

ノンフィルター　
ワンタッチ着脱ファン
お手入れがしやすい

60㎝ 75㎝ 75㎝

110,000円110,000円 39,000円39,000円

スイッチONからスイッチONから
5秒でぽかぽか温風5秒でぽかぽか温風
ガスファンヒーターガスファンヒーター

スイッチONから
5秒でぽかぽか温風
ガスファンヒーター

15畳までのお部屋に対応15畳までのお部屋に対応

Gコート

ココットプレート
付属！

ココットプレート
付属！

ラクックグラン
サービス！

ラクックグラン
サービス！

クックボックス
サービス！

クックボックス
サービス！

ラクック
付属！
ラクック
付属！

ビルトインコンロ

テーブルコンロ

パロマならでは！！
すっきりトップで、天板がひろびろ
お手入れもしやすい

パロマならでは！！
すっきりトップで、天板がひろびろ
お手入れもしやすい

天板には、こびりついた汚れも
水の力で落としやすくする
親水アクアコート塗装！！

天板には、こびりついた汚れも
水の力で落としやすくする
親水アクアコート塗装！！

オート調理機能や豊富なレシピを
揃えるレシピアプリ対応
オート調理機能や豊富なレシピを
揃えるレシピアプリ対応

グリルでオーブン調理が可能
ザ・ココットひとつで料理の幅が広がる
グリルでオーブン調理が可能
ザ・ココットひとつで料理の幅が広がる

ザ・ココット
ココットプレート

付属！

ザ・ココット
ココットプレート

付属！

すっきりとした
スタイリッシュデザイン
すっきりとした
スタイリッシュデザイン

「整流板」
空気の流れを作り煙を吸い込みや
すい形状、また油汚れを落としや
すくする塗装が施されている

1

15

2 3

13 14

4

7

10 11 12

8 9 17

5 16 6

5年保証付 7年保証付 7年保証付 7年保証付

おいだき配管自動洗浄で
きれいに洗浄

予約受付けます

①給湯器：新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、ガス機器の生産に支障が出ており
　納期の見通しがついていない為、予約制とし、生産が回復次第に順次対応させていただきます。
②その他ガス機器：その他の商品も納期に時間がかかる場合がございます。

RC-Y4002E-W
定価￥54,670-本体
RC-Y4002E-W
定価￥54,670-本体

取扱商品一覧（全品税込価格となっています）

入浴後UV除菌で
浴槽のお湯を除菌します

61,000円61,000円

ココットプレート
付属！

ココットプレート
付属！

【要注意点】 掲載価格は本体価格のみです。部材費・施工費は別途となります。お見積もりの際に、下見が必要となります。レンジフード

長田野ガスの分割プラン長田野ガスの分割プラン


