
折板屋根カーポート
2台用
耐積雪量150cm　6本柱
H＝2300

RT63WH5T-VL/VR

NLW2277TBEM

RTS65AWK14RG-CL/CR

NLW2269ASKSGL/R

越後ガスサービス 検 索URL http://echigo-gss.co.jp

【受付時間】日・祝日を除く　9時～17時

※本チラシは印刷物につき、実物と色味・質感が異なります。

チラシ有効期間：本日より3/22までとなります。

66,500 円

RR-055MST2（DB）RR-055MST2（DB）

メーカー希望小売価格 95,040円メーカー希望小売価格 95,040円
5.5合炊き5.5合炊き

21,000 円

RR-050VM（DB）RR-050VM（DB）

メーカー希望小売価格 30,024円メーカー希望小売価格 30,024円
 5合炊き 5合炊き

22,500 円

RR-100VM（DB）RR-100VM（DB）

メーカー希望小売価格 32,184円メーカー希望小売価格 32,184円
1升炊き1升炊き

14,200 円

RR-055GS-DRR-055GS-D

メーカー希望小売価格 20,304円メーカー希望小売価格 20,304円
5.5合炊き5.5合炊き

15,700 円

RR-100GS-CRR-100GS-C

メーカー希望小売価格 22,464円メーカー希望小売価格 22,464円
1.1升炊き1.1升炊き

メーカー希望小売価格 75,384円メーカー希望小売価格 75,384円 メーカー希望小売価格 122,040円メーカー希望小売価格 122,040円

メーカー希望小売価格 68,904円メーカー希望小売価格 68,904円 メーカー希望小売価格 105,624円メーカー希望小売価格 105,624円

メーカー希望小売価格 1,173,528円メーカー希望小売価格 1,173,528円

メーカー希望小売合計価格 179,604円メーカー希望小売合計価格 179,604円
メーカー希望小売価格 12,852円メーカー希望小売価格 12,852円 メーカー希望小売価格 18,792円メーカー希望小売価格 18,792円

メーカー希望小売価格
822,204円

メーカー希望小売価格
822,204円

52,700 円

48,200 円

79,300 円

68,600 円

143,000円

575,000円

10,000円 13,000円
※物干し竿は別途※物干し竿は別途

ちょっとしたところに
棚板取付
ちょっとしたところに
棚板取付

雨の日も、花粉の季節も気にせず
清潔にスピード乾燥
雨の日も、花粉の季節も気にせず
清潔にスピード乾燥

幅60㎝棚2枚付幅60㎝棚2枚付

幅2700㎜　奥行1200㎜
デッキタイプ・フラット屋根
竿掛け付き

幅2700㎜　奥行1200㎜
デッキタイプ・フラット屋根
竿掛け付き

ふわ

ふわ

SPCL-WSPCL-W
LT2P-CW 
幅 60cm棚 2枚付
LT2P-CW 
幅 60cm棚 2枚付

コンロのみ、レンジフードのみの交換も承ります。
お見積もり無料！お気軽にご相談ください。

・コンロは幅60㎝・75㎝、レンジフードは幅60㎝・75㎝・90㎝タイプがありますがサイズによって価格が異なります。
・コンロ連動フードは連動対応のコンロと組み合わせた場合のみ連動します。
・既設の設置状況により別途部材費が必要となります。

● 取付工事費別途【基本工事費 : セット43,200円～、コンロのみ12,960円～、レンジフードのみ30,240円～】
● 上記セット価格は特典12,000円値引き後の価格となります。

72,500 円

RR-100MST2（PS）RR-100MST2（PS）

メーカー希望小売価格 103,680円メーカー希望小売価格 103,680円
1.1升炊き1.1升炊き

コンロ横を広く! シンク横を広く!シンクとコンロの間を広く!
調味料や鍋を
置くスペースにぴったり！

作業台が広がることで盛り付け
もバッチリできちゃいます。

水切りカゴを置いたり、
作業台として使えます。 ゴミを集めながら

流れるシンク
自動洗浄機能付
レンジフード 食器洗い洗浄機

Ｉ型キッチン  幅255cm

Ｉ型キッチン  幅255cm

専門員が無料で配達･取付に伺います。専門員が無料で配達･取付に伺います。

タイマー付き炊飯器のみ別途ガスコードが必要。既設処分・ゴムホース交換無料。

※ガスコード別途

※ガスコード別途

既設品処分、ゴムホース交換無料

※設置工事・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ工事は別途となります

写真はイメージです。

写真はイメージです。写真はイメージです。

専門員が無料で配達･取付に伺います。専門員が無料で配達･取付に伺います。

今ある窓の内側にパッと取付！今ある窓の内側にパッと取付！

写真はイメージです。取付工事費別途

※取付工事費別途。現場調査が必要です。

取付工事費別途

新しいキッチンで気持ちもウキウキ♪ 家事ラク機能も充実新しいキッチンで気持ちもウキウキ♪ 家事ラク機能も充実

安全機能充実。
ご高齢の方に。

お手入れカンタン
ガラストップ。
炊飯鍋プレゼント!!

シンプル機能で
お手頃価格。

料理が楽しくなる
便利機能が充実。
炊飯鍋プレゼント!!

RDT-52S（5Kgタイプ）
専用台（高）＋排湿管Φ80セット

W1700×H1100

W1700×H1800

現場調査が必要です。

メーカー希望小売価格 157,680円メーカー希望小売価格 157,680円

ガス炊飯器ガス炊飯器

ランドリールームランドリールーム

タイマー・保温ジャー機能付き 保温ジャー機能付き 炊飯のみ

30%
OFF

30%
OFF

30%
OFF

ガステーブルコンロガステーブルコンロ

カーポートカーポート

586,000円～594,000円～

940,000円

システムキッチンシステムキッチン

102,000円 154,000円 207,000円

内窓内窓

30%
OFF

30%
OFF

35%
OFF

35%
OFF

20%
OFF

46,600 円

26,200 円

断熱性が高まり、暖まった部屋の温度を
逃がさないから省エネに繋がります。
また防露･防音･防犯の効果もあります。

後付け樹脂内窓 基本工事費コミ価格

掃出し窓サイズ

腰窓サイズ

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機

室内物干し金具室内物干し金具 棚板取付棚板取付

テラス囲い商品テラス囲い商品

レシピア

すまいる標準仕様
人工大理石ワークトップ
ノンフィルターレンジフード
ガラストップコンロ

雪で壊れて
  いませんか？
見積り
  いたします!

カタログギフトプレゼントカタログギフトプレゼント

家事ラク
♪

料理がと
っても

たのしい
♡

作業スペ
ースが

広くなっ
て

　うれし
い♡

成約特典

3/10・11の両日、当社イベントでノーリツ
商品をご成約の後、同日にノーリツ新潟
ショールームへご来店いただいくとお食
事券をプレゼントいたします。
(2,000円分/組）

メーカー希望小売価格 948,780円メーカー希望小売価格 948,780円

メーカー希望小売価格 1,253,340円メーカー希望小売価格 1,253,340円

うれしい特典!!うれしい特典!!

ショールームラリー開催!!ショールームラリー開催!!

ビルトインコンロとレンジフード
セットでご購入のお客さまへ

IHクッキングヒーターから
ガスコンロにおのりかえで

12,000 円値引き!!さらに12,000 円値引き!!さらに

20,000 円値引き!!さらに20,000 円値引き!!さらに
※都市ガス（越後天然ガス）をご利用のお客さまが
　対象となります。

N3WQ6RWTSKSI

合計　183,000円のところ、セット取替で 合計　261,000円のところ、セット取替で 合計　363,000円のところ、セット取替で

セット170,000円 セット248,000円 セット350,000円

プレゼント対象の
　　　　ご成約商品
● システムバス
● システムキッチン

0120-39-9651
0250-21-4611

配管の凍結防止対策、
ご相談ください!
配管の凍結防止対策、
ご相談ください!

雪で壊れていませんか？
こんな修理も
お任せください。

雪で壊れていませんか？
こんな修理も
お任せください。
●雨漏り修理　●雨トヨの修理
●網戸の張り替え　
●テレビアンテナの修理

1月の寒波でお湯が出なくなった
方が続出!   万一に備え、蛇口や
給湯器の配管に凍結防止ヒーター
を巻きませんか。

25%
OFF

25%
OFF

25%
OFF

35%
OFF

35%
OFF

35%
OFF

衣類の花粉対策
にもGOOD！

家事ラク
機能充実♪
家事ラク
機能充実♪

わが家にピッタリ！
1cm刻みで間口が調整できるキャビネット
わが家にピッタリ！
1cm刻みで間口が調整できるキャビネット


