器具交換の目安は…使用期間１０年
経年劣化による事故防止のためにも、お早め
の交換をおすすめします。

このチラシのご注文は電話での受付となります！
⇒ TEL 0852-31-5484 コープガスセンターしまね 受付時間：月～金曜日 9：00～17：30
□

掲載品には「取替工事費」は含まれていません。取付け場所を確認の上、お見積り(無料)でご案内いたします。
コンロに「Ｓｉセンサーマーク」
ありますか？

RT66WH1RG-BG（R/L）
ﾒｰｶｰ希望小売価格 83,380 円(税込)

PA-Ａ96WCR（R/L）ﾄｯﾌﾟ:ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ
ﾒｰｶｰ希望小売価格 107,580 円(税込)
⇦

2008 年 4 月以降製造の家庭用ガスコンロには全口センサー搭載が義務化され、3 つの安全機能（調理油加熱防止装置・
立ち消え安全装置・コンロ消し忘れ消火機能）が標準装備となっています。古いガス台は早めの交換おすすめします。

⇦

幅 59.5 ㎝ ⇨

PA-370WHA（R/L）ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ
ﾒｰｶｰ希望小売価格 74,580 円(税込)

幅 59.6 ㎝ ⇨

⇦

税込

税込

幅 59..2 ㎝ ⇨
税込

（本体価格 39,000 円）

（本体価格 47,000 円）

（本体価格 35,000 円）
・オートメニュー機能
（魚焼きのみに対応）
・水なし両面焼グリル

ココットプレート付属
ラ・クック
（
(付属) で
油が飛び散らずお手入
れラク。調理もおまかせ
でさらにラクラク。

・ラ・クックオートメニュー機能搭載
・ハイパーガラスコートトップ
・水なし両面焼グリル
◎炊飯鍋プレゼント！

⇦

幅 59.2 ㎝ ⇨

油が飛ばない、
だからラク

・クリスタルコート天板／ﾌﾞﾗｯｸ
・水なし両面焼グリル

天板幅 75 ㎝も取り扱っております。
PD-721WS-60CV
ﾒｰｶｰ希望小売価格 168,300 円(税込)

PD-509WS-60CV
ﾒｰｶｰ希望小売価格 148,500 円(税込)

PA-S42H（R/L）色：ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ
ﾒｰｶｰ希望小売価格 49,280 円(税込)

税込

税込

（本体価格 55,000 円）

税込

（本体価格 20,000 円）
・コンロ 30 分消火
・水なし片面焼グリル

⇦天板幅 60 ㎝/色 ﾃｨｱﾗｼﾙﾊﾞｰ ⇨

・ハイパーガラスコートトップ
・水なし両面焼グリル
◎ラ・クック
プレゼント！

N2WS7PWAS6STE
ﾒｰｶｰ希望小売価格 198,000 円(税込)

PD-809WS-60GJ
ﾒｰｶｰ希望小売価格円(税込) 201,300 円

⇦天板幅 60 ㎝/色 ｴﾚｶﾞﾝﾄｸﾞﾚｰ⇨

お手入れ簡単な
２口タイプです。

・レンジフード連動
・水なし両面焼グリル
◎ラ・クックグラン
プレゼント！

・水なし両面焼グリル

幅 60 ㎝

⇨

・LED 照明
・ﾉﾝﾌｨﾙﾀｰ
・シルバー

税込

（本体セット価格 100,000 円）

IH クッキングヒーター

ﾒｰｶｰ希望小売価格 146,300 円(税込)
⇦

幅 60 ㎝

⇨

（本体価格 73,000 円）
ノンフィルタタイプにワンタッチ
着脱ファンが付いて、清掃性さらに
アップ。

税込

⇦

幅 60 ㎝

⇨

（本体価格 94,000 円）
・LED 照明・ノンフィルター
・ｼｽﾃﾑｺﾝﾛ連動・シルバー

GT-C2462AWX-JKR
ﾒｰｶｰ希望小売価格 458,150 円(税込)
リモコンセット付（RC-B001)

GT-C2062SAWX-JKR
ﾒｰｶｰ希望小売価格 384,450 円(税込)
リモコンセット付（RC-B001)

税込

税込

（本体価格 100,000 円）

（本体価格 118,000 円）

24 号

・屋外壁掛ガス給湯器
・フルオート

・屋外壁掛ガス給湯器
・オート（追い焚き＋給湯）

（追い焚き＋給湯＋自動たし湯）

FH-E2422SAWL
メーカー希望小売価格 411,400 円(税込)
リモコンセット付（MFC-E226V）

FH-E2422FAWL
メーカー希望小売価格 460,900 円(税込)
リモコンセット付（MFC-E226V）

税込

税込

（本体価格 132,000 円）

24 号

（本体価格 146,000 円）

・屋外壁掛ガス給湯器
・フルオート

・屋外壁掛ガス給湯器
・オート（追い焚き＋給湯）

（追い焚き＋給湯＋自動たし湯）

炊飯鍋は商品配送時でのお届けとなります。
ピタクラフトごはん鍋
ﾒｰｶｰ希望小売価格 16,500 円(税込)

税込
（本体価格 12,000 円）

IH でも OK！

⇦

NFG6S22MSI

税込

24 号

⇦ 天板幅 60 ㎝/色 ﾌﾞﾗｯｸ ⇨

・ガラストップ
・水なし両面焼グリル

幅は 75 ㎝・90 ㎝サイズも取り扱っております。

20 号

NFG6S20MSI
ﾒｰｶｰ希望小売価格 90,200 円(税込)

（本体価格 84,000 円）

（本体価格 85,000 円）
⇦ 天板幅 60 ㎝/色 ﾉｰﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ⇨ ・クリアガラストップ

TLR-3S-AP601SV(ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ)
ﾒｰｶｰ希望小売価格 113,300 円(税込)

（本体価格 69,000 円）
◎ラ・クック付属＋木製プレート
プレゼント！
・レンジフード連動
・クリアガラストップ
・水なし両面焼グリル

N3WQ6G
ﾒｰｶｰ希望小売価格 148,500 円(税込)

税込

税込

⇦ 天板幅 60 ㎝/色 ﾃｨｱﾗｼﾙﾊﾞｰ ⇨

ハリオ
フタがガラスのご飯釜 GNN-200B
ﾒｰｶｰ希望小売価格 8,800 円(税込)

税込
（本体価格 6,400 円）
2～3 合炊き
※ガス専用です。

炊飯可能量
白米 3 合／玄米 2 合／炊込み 2 合

パロマ 炊飯専用鍋 PRN-52
ﾒｰｶｰ希望小売価格 5,280 円(税込)

税込
（本体価格 4,400 円）

1～5 合炊き
※ガス専用です。
IH コンロでは
使用できません。

IH コンロでは使用できません。

リンナイ 炊飯専用鍋 RTR-500D
ﾒｰｶｰ希望小売価格 6,490 円(税込)

税込
1～5 合炊き （本体価格 5,400 円）
※ガス専用です。
IH コンロでは使用できません。

⇦天板幅 60 ㎝/色ｸﾞﾚｲｯｼｭｼﾙﾊﾞｰ⇨

KZ-G32AST
ﾒｰｶｰ希望小売価格 オープン価格

す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

まガ
たス
、給
石湯
油専
給用
湯機
器、
や他
エ号
コ数
キ、
ュ機
ー種
トも
の取
取り
扱扱
いっ
もて
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てり
おま
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税込

⇦ 天板幅 60 ㎝/色ｸﾞﾚｰ ⇨

CS-G318MS
ﾒｰｶｰ希望小売価格 234,300 円(税込)

（本体価格 各 62,800 円）

ガス瞬間湯沸し器
RUS-V51YT(SL)
ﾒｰｶｰ希望小売価格 40,700 円(税込)
税込

（本体価格 24,000 円）

≪お住まい地域限定のお知らせ≫
松江市（美保関町除く）、安来市（広瀬町・伯太
町除く）にお住まいで LP ガスをお使いの皆さん
へ！
生協では、上記エリアにて LP ガス販売事業を行っており
ます。LP ガス料金は各社で異なり、販売店変更も消費者自ら
の判断でどのＬＰガス販売事業者からも購入することができ
ます。
生協のガス価格をお知りになりたい方は【生協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ→
その他のｻｰﾋﾞｽ→協同ｻｰﾋﾞｽしまね→ｻｰﾋﾞｽ事業→ｺｰﾌﾟｶﾞｽｾﾝﾀｰ
しまね】からご覧いただけます。お電話でのお問合せも OK
です。
問合せ先 ： TEL0852-31-5484
受付時間 ： 月～金 9：00～17：30

