
●このチラシ掲載商品の販売は岡山ガスの都市ガス（天然ガス）をご利用のお客さまに限らせていただきます。  　●表示価格には、取付部品代、工事費は含まれていません。別途お見積りさせていただきます。
●商品の色は印刷の関係上、実際とは多少異なります。ご了承下さい。　  ●商品は2019年3月末現在のものです。予告なくデザイン変更する場合があります。　  ●チラシの有効期限は2019年6月25日㈫です。

お電話お待ちしております！
旭東ガスダイヤルバザール旭東ガスダイヤルバザール

オールガス機器「特別お買い得セール」

お申し込み
受付期間

6月25日まで

5,000
セット購入がおトク！

他社でご購入のガス機器の修理も承ります！
係員がセールカタログをお持ちいたします。

浴室で乾燥させれば、衣類に花粉が付着
する心配がありません。また雨の日でも
気にせず洗濯ができます。
ガスのパワーでしっかり乾燥して仕上り
もふんわり♪
●ガス温水式：浴室暖房 1回約8円（10分間）※2

　／衣類乾燥 1回約37円（衣類2kg乾燥）※3

※現場により、別途追加工事費が必要な場合があります。

64.9
商品本体 + 標準工事費

万円

ベーシックプラン

※サイドパネルはオプションです。 装飾品は含みません。 
　水栓金具はデザイン・仕様が異なる場合がございます。

キッチン・バス・トイレ・蛇口水漏れ・
水漏れ修理・リフォーム工事全般
岡山市水道局指定工事店

※2 パワフル暖房で10分間使用・在来1坪・外気温5℃　※3 衣類2㎏（乾燥率100％）・1坪ユニット・外気温15℃
［2017年1月現在の都市ガス（岡山ガス、ぬくぬくプラン、料金表F）・電気（中国電力、スマートコース）料金表を元に計算しました。
基本料金は含まれていません。］

（計算条件）

TKS05308J

ハンドシャワー・ 吐水
切り替えタイプ

浄水器兼用混合水栓
シングル混合水栓

標準取付工事費込み

円（税込）77,800

円（税込）71,300

円（税込）156,000 円（税込）108,000 円（税込）81,000

※詰まりがひどい場合は、別途ご提案させていただきます。 ※建物配置や配管経路により、施工できない場合がございます。

花粉の季節や大気汚染も安心。
PM2.5などの大気汚染 公園近くなどの砂埃気になる日のお洗濯も安心
花粉の季節や大気汚染も安心。
PM2.5などの大気汚染 公園近くなどの砂埃気になる日のお洗濯も安心花粉・砂埃対策に！！

円161,000 円207,000

衣類乾燥機 なら

早い！ 家事の時短化
洗濯時間が短縮され、忙しい毎日にゆとりが生まれます。

快適な仕上がり
ふっくらやわらか。
やさしい肌ざわりに仕上がります。

安い！低コストで
経済的な衣類乾燥

ふっくら！電気式全自動
洗濯乾燥機

約52分
約169分

乾燥時間の比較
乾燥1回あたり、わずか56円

実用衣類5㎏（綿50％、化繊50％）／脱水度70％ RDT-52S・標準コースで算出、ガス料金／LPG：16円／kWh
（石油情報センター2006年7月公表データ）、電気料金25.6円／kWh（基本料金は加算せず）60Hzの場合 リンナイ㈱調べ（条件）

（LPGの場合）

早い！安い！ふっくら！早い！安い！ふっくら！

円（税込）53,700
TMGG40E

ハンドシャワー・ 吐水
切り替えタイプ

リングハンドル

サーモスタット
混合水栓〈壁付き〉

標準取付工事費込み

円（税込）42,900
JY186MN-9NTF

標準取付工事費込み

円（税込）44,200

ガスの強火力で直火炊き。
おいしいごはんをつくるのは、
今も昔も直火でした。

円（税込）40,000

10,000円
（税抜）

10,000円
（税抜）

2カ所目以降は5,000円

電気式の約1/3！

取付工事費と取付部材が別途必要になります。お見積りは無料！お気軽に。

水まわりで困ったら！
お気軽にご相談ください

システムキッチンへ
快適リフォーム！

ラクエラ

他メーカーからもお選びいただけます。

image photo

ステンレスワークトップ
耐久性に優れたステンレスに
キズが目立ちにくいドット柄コ
イニング加工を採用。

サイレントレール
衝撃をやわらげて収納が静か
に閉まります。

美サイレントシンク（大）
シンク全体に美コート加工。 
制震構造で水はね音も抑えま
す。

モカウッド
ナチュラルな雰囲気が人気の
モカウッド。

キッチン・洗面化粧台・トイレのリフォームや、下記の工事も承っております！
玄関ドア交換 蛇口の交換 建具の交換 畳・襖の交換 内装クロス（壁紙）貼替 外壁・屋根塗装

炊飯器

レンジフード

工事期間 約 日3
I型間口2,550mm

JL136AN

標準取付工事費込み

円（税込）35,600

※標準取付工事、標準ガス栓増設工事を含む。

大風量で
シワを軽減

標準コースの運転でも
大風量で一気に乾かすことで、
自然とシワが伸び、
アイロン掛けの手間が省けます。

標準コースの運転でも
大風量で一気に乾かすことで、
自然とシワが伸び、
アイロン掛けの手間が省けます。

綿35%、ポリエステル65%の
シャツでシワを軽減。

シワがつきやすい綿100%でも、
シワが少ない仕上がりに。

■乾燥容量3㎏・5㎏・8㎏タイプ

屋内設置
■工事費パック価格

～
（
税
込
）

円134,000 円174,000屋外設置
■工事費パック価格

～
（
税
込
）

室内機

ワイヤレス
リモコン
（付属品）

［リンナイ］ RBH-W414KP
高さ240 × 幅620 × 奥行165mm

HD-1
メーカー希望小売価格 
99,792円（税込）

室内機

［ノーリツ］ BDV-4105WKNS
高さ240 × 幅620 × 奥行170mm

HD-2
メーカー希望小売価格 
102,600円（税込）

脱衣室リモコン
（付属品）

岡山ガス特別価格

円（税込）39,000
岡山ガス特別価格

59
OFF

61
OFF

円（税込）43,000

室内機

［リンナイ］ RBH-C338K1P
開口寸法 ： 幅410 × 奥行285mm

HD-3
メーカー希望小売価格 
110,160円（税込）

室内機

［ノーリツ］ BDV-3303AUKNS-BL〈ワイヤレスリモコン〉
開口寸法 ： 幅410 × 奥行285mm

HD-4
メーカー希望小売価格 
108,000円（税込）

岡山ガス特別価格

円（税込）41,000
岡山ガス特別価格

60
OFF

62
OFF

円（税込）48,000

専用熱源機

［リンナイ］ RH-61W（A）
高さ610 × 幅250 × 奥行200mm

HS-1
メーカー希望小売価格 
105,732円（税込）

岡山ガス特別価格 54
OFF

円（税込）47,000

専用熱源機

［ノーリツ］ GH-712W
高さ619 × 幅250 × 奥行200mm

HS-2
メーカー希望小売価格 
116,640円（税込）

岡山ガス特別価格
59
OFF

※浴室暖房乾燥機のご使用には専用熱源機、ふろ給湯暖房機が必要です。
　別途部材が必要となる場合があります。

暖房能力7.21kW

【キャンペーン条件】
1.岡山ガスをご利用のお客さまに限ります。2.衣類乾燥機の新規設置に限ります。3.標準取付工事とは、衣類乾燥機本体から衣類乾
燥機標準取付部材および標準排湿管で施工可能な位置に設置する工事をいいます。※専用台設置、排湿管設置工事（穴あけ工事）、
一部部材等、ガスコードを含みます。4.標準ガス栓増設工事とは、木質系住宅で1階部分、分岐箇所より５m以内にガス栓1ケ所取付
工事に限ります。5.施工可能か事前に現地調査をさせていただきます。ただし、以下の場合は、別途見積りをさせていただきます。（電
気工事、オプション部材）

展示品
1点限り

展示品
1点限り

※但しガス展期間中を除きます。 
※同一メーカーに限ります。

Before After

実演!
ガス展にて

キッチンリフォーム

水 栓

ガス衣類乾燥機

ガス温水式
浴室暖房乾燥機

浄水器兼用混合水栓
シングル混合水栓

浄水器兼用混合水栓
シングル混合水栓

正社員募集 未経験者

お電話ください

壁取付タイプ 天井設置タイプ 熱源機

歓迎！

pantone 0000 C pantone 0000 C
mc c100m0y0k0 c0m100y0k0

pantone 0000 C pantone 0000 C
ky c0m0y100k0 c0m0y0k100+CMYK+

■安江商店（旭東ガス展_ダイヤルバザールチラシ裏）　■4色印刷／C●＋M●＋Y●＋K●（4C）　■仕上サイズ394×545㎜


