
2.2.

当店販売税込価格 施工費別途 56％
OFF

月々
2回目以降 （税込）3,290円

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：350,800円》

希望小売価格481,800円（税込）
【ネオレストAS2】 CES9720M

TOTOTOTO

TOTOTOTO

TOTOTOTOTOTOTOTO

TOTOTOTO

TOTOTOTO

当店販売税込価格 施工費別途

350,800円
（税込）

リフォームサポートプランなら

▶頭金0円
▶1回目分割支払金：4,367円
▶分割払手数料：45,077円
▶お支払総額：395,877円
※詳しくはお問い合わせください。

％

実質年率

2.45%

27％
OFF

月々
2回目以降 （税込）1,780円

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：189,800円》

希望小売価格272,250円（税込）
【ピュアレストＱＲ】

TOTOTOTO

当店販売税込価格 施工費別途

189,800円
（税込）

リフォームサポートプランなら

▶頭金0円
▶1回目分割支払金：2,369円
▶分割払手数料：24,389円
▶お支払総額：214,189円
※詳しくはお問い合わせください。

％

実質年率

2.45%

30％
OFF

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

実質年率

※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。※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。

基本セット希望小売価格756,800円（税込）

【ＷSシリーズ】 
Dタイプ1216サイズ

46％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：4,432円
▶分割払手数料：52,402円
▶お支払総額：460,202円
※詳しくはお問い合わせください。

月々
2回目以降 （税込）3,830円

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：407,800円》

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

基本セット希望小売価格909,700円（税込）
【サザナ】 Nタイプ 1616サイズ

46％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：5,277円
▶分割払手数料：63,067円
▶お支払総額：553,867円
※詳しくはお問い合わせください。

490,800円
月々
2回目以降 （税込）

（税込）

4,610円

当店販売税込価格 施工費別途

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：490,800円》

※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。※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。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

基本セット希望小売価格999,900円（税込）
【ザ・クラッソ】 I型 2550 扉ｸﾞﾚｰﾄ：゙1A･1B

30％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：6,704円
▶分割払手数料：89,924円
▶お支払総額：789,724円
※詳しくはお問い合わせください。699,800円 月々

2回目以降 （税込）

（税込）
6,580円当店販売税込価格 施工費別途

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：699,800円》

基本セット希望小売価格1,353,000円（税込）
【シンラ】 Cタイプ 1616サイズ

25％
OFF1,013,800円（税込）

当店販売税込価格 施工費別途

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：9,749円
▶分割払手数料：105,029円
▶お支払総額：1,118,829円
※詳しくはお問い合わせください。

月々
2回目以降 （税込）9,320円

実質年率

1.99%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：1,013,800円》

基本セット希望小売価格803,550円（税込）

【ミッテ】 I型 2550　
扉グループ : プライスグループ1

40％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：5,013円
▶分割払手数料：61,953円
▶お支払総額：544,083円
※詳しくはお問い合わせください。

481,800円
月々
2回目以降 （税込）

（税込）

4,530円

当店販売税込価格 施工費別途

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：481,800円》

希望小売価格147,840円（税込）

【Vシリーズ】
間口600 LED照明 1面鏡エコミラー

64,800円
（税込）

リフォームサポートプランなら

▶頭金0円
▶1回目分割支払金：2,985円
▶分割払手数料：1,665円   
▶お支払総額：66,465円 
※詳しくはお問い合わせください。

月々
2回目以降 （税込）2,760円

％

実質年率

2.45%

2年（24回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：64,800円》

スクエアすべり台シンク
汚れが溜まりにくく、広くて使いやすい
シンプルな形状。デザイン性にもすぐれ
気持ちよく使えるシンクです。

収納
手を伸ばせば、使いたいときに使いた
いものが取り出せるのでキッチンでの
作業がラクラク＆スピーディーに。

ゼロフィルターフー ドeco
10年間ファンのお手入れが不要になり
普段のお手入れもさらにラクに。対面用
のパーティションと組み合わせれば、
コンロまわりの油とぴも抑えられます。

食器洗い乾燥機
たっぶりの洗い物も「通いかご」で
一気にまとめて運べます。扉に溶け
込むシンプルなフロントデザインも
ポイント。

きれいな除菌水
清潔に保ちたいキッチンアイテムは「きれい除菌水」
でお手入れの仕上げを。除菌やヌメリ防止などに
いつでも手軽に使えます。

タッチスイッチ 水ほうき水栓LF
水栓の先にポンと触れ るだけで吐水するので、
洗い物の途中でも好きな時に出し止めできます。

ザ・クラッソの特長ザ・クラッソの特長

ミッテの特長ミッテの特長

1.1. 2.2.

4.4. 5.5. 6.6. 7.7.

3.3.

クリスタルカウンター
透明感のあるカウンタートップが、空間を明る＜
魅力的に演出します。

※タイプによってはオプションとなります。 ※タイプによってはオプションとなります。

※タイプによってはオプションとなります。※タイプによってはオプションとなります。 サザナの特長サザナの特長

すべり台シンク
コ ーナーの排水口に向かって、水や野菜くずが、
すべり台をすべるようにスムーズに流れていきます。

1.1. 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）ほうきのようなシャワーが広い範囲を手早く、
効率的に洗い流します。空気を含んだシャワーで
節水効果を高めます。

4.4. スーパークリーンフード（LED）撥油コートを施したファンの回転で、ファンの付着油
を軽減。フード本体は凹凸が少ないのでお手入れが
カンタンです。

3.3. センターラインキャビネット引き出しを引き出せばスライドトレーもついてくる
ので、一度の動きで必要な物が取り出せます。

2.2.

シンラの特長シンラの特長

あたたか
入浴前から浴室を暖める「暖房換気扇」や、お湯の熱を逃がし
にくい「魔法びん浴槽」など、あたたかさの為の標準搭載機能が
充実しています。

上質で心休まる穏やかな時間をすごす。
落ち着きを感じる上質な空間。身体全体をやさしく受けとめる
浴槽。肩と腰を温かさで包みこむお湯。心を静めてくれる穏や
かな光。毎日、全身に豊かな潤いをまといながら、みずみずしい
活力が満ちていく。

うちのお風呂は想像以上にきもちいい
浴槽やシャワー、お掃除まで、考え抜いた多彩な機能がこれまでにない
「しあわせ」と「ゆとり」を生み出します。あるとうれしいを重ねた、想像を
超えるバスタイムであなたの毎日を、もっと気持ちよく、もっと楽しく。

1.1. リラックス上質で身体が包み込まれるような「ファーストクラス浴槽」や、たっぷりの
お湯で肩と腰を心地よく刺激する「楽湯」など、充実したくつろぎ機能で心
休まる穏やかな時をもたらします。

3.3. クリーンボタンひとつできれいが続く「床ワイパー洗浄（きれいに除菌水）」
をはじめ、毎日のお掃除をラクにするための工夫がいっぱいです。

2.2. あたたか浴槽断熱材+高断熱のふろふたによるすぐれた断熱
構造が特長の「魔法びん浴槽」。最後の一人までお湯の
あたたかさを保ちます。

1.1. 3.3.くつろぎ
入る人をやさしく包み込む「ゆるリラ浴槽」や、頭の上から降り注ぐシャワーで
心地よさを生み出す「コンフォートシャワーバー（手すり兼用）」など、想像以上
に気持ちいいバスタイムを実現する機能が充実。

1.1.
便器きれい
使うたびにトイレが
自動で「除菌」。
お掃除が大変な黒ず
みの発生をしっかり
抑え、きれいを保ち
ます。
（ネオレストDHは除く）

2.2.
トルネード洗浄
汚れが付着しやすい
便器後方に勢いよく
水が当たる新機構の
トルネー ド洗浄。
汚れをしっかり洗い
流します。

3.3.
フチなし形状
汚れがたまりやすい
便器のフチ裏をなく
したTOTO独自開発
の新形状。お掃除は
サッとひとふきで
ラクラクです。

1.1.
ひろびろ陶器ボウル
スクエア形状で容量たっぷり
のボウル。衣類の手洗いや洗
髪がゆったり行えるデザイン
です。

2.2.
エアインスウィング水栓
用途にあわせて、水栓を前後
左右の使いやすい向きに
動かして使用できます。

3.3.
奥ひろ収納「奥ひろし」
これまでデッドスペース
だった排水管まわりが、 
たっぷりの収納スペ ースに
なります。

キレイ
奥まで手が届く「お掃除ラクラクカウンター」や、
水あかのこびり付きを抑える「お掃除ラクラク鏡」など
お掃除の手間を減らす機能がいっぱい。

当店販売税込価格 施工費別途

127,800円
（税込） 40％

OFF

リフォームサポートプランなら

▶頭金0円
▶1回目分割支払金：1,422円
▶分割払手数料：16,422円   
▶お支払総額：144,222円 
※詳しくはお問い合わせください。

月々
2回目以降 （税込）1,200円

％

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：127,800円》

希望小売価格213,620円（税込）

【サクア】 
間口600 LED照明2面鏡 

基本セット希望小売価格1,043,020円（税込）

【セレクトμ】 I型2550
基本プラン（食器洗い乾燥機付き） 
扉：グレード5

27％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：7,712円
▶分割払手数料：97,762円
▶お支払総額：858,562円
※詳しくはお問い合わせください。

760,800円
月々
2回目以降 （税込）

（税込）

7,150円

当店販売税込価格 施工費別途

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：760,800円》

基本セット希望小売価格929,500円（税込）

【コンフィナ】 
I型2550 基本プラン 扉：グレードC

45％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：5,237円
▶分割払手数料：65,637円
▶お支払総額：576,437円
※詳しくはお問い合わせください。

510,800円
月々
2回目以降 （税込）

（税込）

4,800円

当店販売税込価格 施工費別途

％

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：510,800円》

※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。※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。

システムキッチン システムバス※詳しくは表面をご参照ください。システムキッチン・システムバスお見積りキャンペーン
ご成約記念 ビルトインコンロ全品 希望小売価格の半額でご提供致します！ ご成約記念 カワック全品 希望小売価格の半額でご提供致します！

洗面化粧台洗面化粧台トイレトイレ

システムバスシステムバス ゆっくりくつろげて、キレイが続く！

洗面化粧台お見積りキャンペーン
浜寺ガスセンターにて厳選しました景品をプレゼント！            

システムキッチンシステムキッチン 毎日のお料理が楽しくなる工夫がいっぱい
※ご注文いただいたシステムキッチンの希望小売価格が

800,000円（税込）以上の商品に限り提供します
※ご注文いただいたシステムキッチンの希望小売価格が

800,000円（税込）以上の商品に限り提供します
※詳しくは表面をご参照ください

※ご注文いただいたシステムバスの希望小売価格が
800,000円（税込）以上の商品に限り提供します
※ご注文いただいたシステムバスの希望小売価格が
800,000円（税込）以上の商品に限り提供します

※詳しくは表面をご参照ください

※詳しくは表面をご参照ください
トイレお見積りキャンペーン
浜寺ガスセンターにて厳選しました景品をプレゼント！            ※詳しくは表面を

ご参照ください

オイルスマッシャーで
10年間ファンのおそうじ不要

自動洗浄で
10年間ファンのおそうじ不要

※施工費別途プレミアム OGRシリーズ
[60cm幅] OGR-REC-AP602【R/L】
（シルバーメタリック）

※当商品はフジテックメンテナンス（株）製です。
※コンロも連動機能付きをお選びください。

※コンロも連動機能付きをお選びください。
※当商品はフジテックメンテナンス（株）製です。

※施工費別途プレミアム TAGシリーズ
[60cm幅] TAG-REC-AP601 SV

寸法（mm）：高さ269（ごとく含む）×幅596（天板幅742）×奥行541（取っ手40含まず）

210-R702 型 チャオバーナー左右 チャオバーナー左右

シリーズR
〔天板色〕バリエーション

ツイートグレージュ

スパークリングカッパー

月額リース料金（税込）

3,260円
8年
契約

月額リース料金（税込）

2,290円
8年
契約

※施工費別途

天板色：スパークリングカッパー
水なし
両面焼
グリル

ガラス
トップ

魚
料理メニュー

トースト あたため

天板
75cm
タイプ

グリルオート

魚
料理メニュー

トースト あたため

グリルオート

天板色：シルキーグレー

水なし
両面焼
グリル

ガラス
トップ

天板
75cm
タイプ

3,250円

レンジフード延長保証同時加入時
当店販売
税込価格

月額リース料金（税込）

希望小売価格（税込）253,000円

191,800円

8年
契約

希望小売価格（税込）210,100円
当店販売税込価格

148,800
※施工費別途

円同時加入時

スタイルプランS もしくは

月額リース料金（税込）

1,210円
8年
契約

寸法（mm）：高さ272（ごとく含む）
×幅596（天板幅593）×奥行492（取っ手22含まず）

210-H534・H535型

希望小売価格（税込）112,200円
当店販売税込価格

69,800円

※施工費別途

同時加入時

スタイルプランS もしくは

月額リース料金（税込）

1,470円
8年
契約

寸法（mm）：高さ272（ごとく含む）
×幅596（天板幅593）×奥行492（取っ手22含まず）

210-H524・H525型

希望小売価格（税込）145,200円
当店販売税込価格

81,800円

※施工費別途

同時加入時

スタイルプランS もしくは

希望小売価格（税込）313,500円
当店販売税込価格

205,800円

※施工費別途

同時加入時

スタイルプランS もしくは

コンロもグリルも充実のオート
メニューでますます便利に。

おしゃれな波型グリル用プレートでお料理をもっと楽しく
すっきりした美しいデザインが魅力　

誰にでも使いやすいユニバーサルデザイン

3,020円

レンジフード延長保証同時加入時
当店販売
税込価格

月額リース料金（税込）

希望小売価格（税込）245,630円

186,800円

8年
契約

2,090円

当店販売税込価格

月額リース料金（税込）

希望小売価格（税込）155,980円

113,800円

8年
契約

RSW-405A-B型※施工費別途RSW-405A-B型※施工費別途

※写真はイメージです

スライドオープンタイプ（幅45cm・奥行65cm）

寸法（mm）：幅448×奥行620.5×高さ450

寸法（mm）：幅600×奥行600×総高さ445～735

（シルバーメタリック）寸法（mm）：幅600×奥行600×総高さ445～735

シリーズR

月額リース料金（税込）

1,820円
8年
契約

寸法（mm）：高さ269（ごとく含む）×幅596（天板幅589）×奥行537（取っ手19含まず）
210-R674型

魚 トースト あたため

グリルオート

水なし
両面焼
グリル

天板
60cm
タイプ

天板カラー：フェアリーピンク
Gクリア
コート
トップ

魚 トースト あたた

タワーウォッシャー
銀イオンカートリッジ
オールトップコントロール
クイックスタート
予約運転

からっとキープ
ソフト排気
ワンタッチドア

め

グリルオート

水なし
両面焼
グリル

天板
60cm
タイプ

天板カラー：ライトグレー
Gクリア
コート
トップR690・R691型

月額リース料金（税込）

2,090円
8年
契約

寸法（mm）：高さ269（ごとく含む）×幅596（天板幅590）×
奥行538（取っ手24含まず）

210-

希望小売価格（税込）188,100円
当店販売税込価格

133,800円
※施工費別途

同時加入時

スタイルプランS もしくは

R

付属

R532 型  チャオバーナー左右
寸法(mm)：高さ269(ごとく含む)×幅596（天板幅741）×
奥行535（取っ手25含まず）

210-

付属

付属

付属

シンプルな機能でお求めやすいガラストップ

水なし
両面焼
グリル

ガラス
トップ

天板
60cm
タイプ

水なし
片面焼
グリル

ガラス
トップ

天板
60cm
タイプ

希望小売価格（税込）159,500円
当店販売税込価格

113,800円同時加入時

スタイルプランS もしくは ※施工費別途

Gクリアコートトップでかわいらしい2カラー。
充実のオート調理機能

月額リース料金（税込）

2,350円
8年
契約

寸法（mm）：高さ269（ごとく含む）×幅596（天板幅742）×
奥行539（取っ手20含まず）

210-R732型 チャオバーナー左右
魚 トースト あたため

グリルオート

水なし
両面焼
グリル

天板
75cm
タイプ

天板カラー：フェアリーピンク

ガラス
トップ

付属

希望小売価格（税込）215,600円
当店販売税込価格

152,800円同時加入時

スタイルプランS もしくは ※施工費別途

機能的でありながらも美しさを追求
洗練された上質感が漂うガラストップシリーズR シリーズP

風量おまかせ運転
自動洗浄
自動換気

DCモーター

排水・給水トレイ
シロッコファン

一体クリーンパネル
整流板
LED照明

コンロ連動※

オイルスマッシャー

整流板
LED照明

風量おまかせ運転
DCモーター

オイルガード
シロッコファン

一体クリーンパネル

コンロ連動※

ビルトインコンロ レンジフード
食器洗い乾燥機ビルトインコンロ・レンジフード・食器洗い乾燥機お見積りキャンペーンビルトインコンロ・レンジフード・食器洗い乾燥機お見積りキャンペーン

【ビルトインコンロ】キッチンバラエティセットプレゼント！　【レンジフード・食器洗い乾燥機】ベストセレクト４点セットプレゼント！【ビルトインコンロ】キッチンバラエティセットプレゼント！　【レンジフード・食器洗い乾燥機】ベストセレクト４点セットプレゼント！ ※詳しくは表面を
ご参照ください

基本セット希望小売価格1,152,800円（税込）

【ヒロイユ】 
ＷＹシリーズ Ｔタイプ １２１６サイズ

33％
OFF

リフォームサポートプランなら
▶頭金0円
▶1回目分割支払金：8,226円
▶分割払手数料：99,176円
▶お支払総額：870,976円
※詳しくはお問い合わせください。

771,800円
月々
2回目以降 （税込）

（税込）

7,250円

当店販売税込価格 施工費別途

407,800円（税込）
当店販売税込価格 施工費別途

実質年率

2.45%

10年（120回）お支払期間（回数）

《クレジットご利用金額：771,800円》

ゆったりくつろげて
キレイが続く

TOTOTOTO TOTOTOTO

●施工費、取付け用部品代、付帯工事費、使用済商品の引き取り費等はこのチラシの記載価格には含まれておりません。（一部の商品を除く）●給水配管工事などは、各市町村の水道条例にしたがって施工してください。●一部の機器については、数量に限りがありますので、品切れの節はご了承ください。●このチラシに記載の商品の写
真は、ラベル等、実物と異なる場合があります。また、印刷物のため実物と色合いが多少異なることがあります。●このチラシに記載の商品が一部会場に展示していない場合がございます。●希望小売価格は現金一括払いの場合の大阪ガス・大阪ガスマーケティング及び各メーカーの販売価格です。スタイルプランSもしくはらく得保証同時
加入時、当店販売税込価格又は当店セット販売税込価格にはらく得保証の月々の料金は含まれておりません。●チラシに表示する商品コードの番号と実際の商品本体・取扱説明書に表示するコード番号の桁数が異なる場合がありますのでご了承ください。●このチラシの価格・仕様は2023年3月1日現在のものです。変更することがあり
ますのでご了承ください。●このチラシの有効期限は2023年3月31日迄｡●表示されているガス消費量・商品説明、暖房のめやす等は、熱量46.04655MJ/m³（11,000kcal/m³）、比重0.65の13Aガスにて表示しております。プロパンガス仕様の場合は若干異なる場合があります。●特定保守製品で長期間ご使用される場合、点検（有償）
が必要となります。詳細はお問い合わせください。●詳しくは各カタログをご覧いただくか係員までお問い合わせください。 ●らく得保証は､月々の保証料金をお支払いいただくことでガス機器が故障した場合の無償修理や定期点検を実施するサービスです｡●らく得リースのリース料金のお支払総額は当店販売税込価格や当店セット販売
税込価格にはなりません。らく得リースの月額リース料金は大阪ガスファイナンス(株)が定める価格です｡らく得保証､らく得リースのお申込ご利用条件や制度内容､お支払総額など詳しくは本イベント主催店までお問い合わせ下さい｡●らく得保証､らく得リースは一部取り扱いのない店舗があります｡●らく得保証の月々保証料金については浜
寺ガスセンターまでお問い合わせください。●当店販売税込価格及び当店セット販売税込価格はチラシ有効期限までの当店販売価格です。

浜寺ガスセンターにて厳選しました景品をプレゼント！


