
小型湯沸器石油給湯器
エレガントグレー

トリアングルブラックプラチナシルバー

シャインシルバー

グリルチキン トースト焼魚

◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使い下さい。　
取扱を誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。

◎設置工事は、お買上げの販売店または専門業者にご依頼くださ
い。工事に不備がありますと故障の原因となります。

安全に関する
ご注意

●ガス器具のお求め、ご相談は信頼とサービスの当JAへ…

※このカタログの内容は2022年11月現在のものです。※このカタログの内容は2022年11月現在のものです。当チラシに掲載されております商品の価格には、取付工事費、配送費、使用済商品の引取費は含まれておりません。当チラシに掲載されております商品の価格には、取付工事費、配送費、使用済商品の引取費は含まれておりません。

JA あつぎ
経済部　担当　燃料課
営業時間　８時３０分～１７時（平日）

厚木市水引 2-9-2 本所2F
TEL 046-221-0454

イチオシ◎料理の幅が広がるビルトインコンロイチオシ◎料理の幅が広がるビルトインコンロOFFOFF

OFFOFF

OFFOFF
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台所リモコン
RC-J101Eマルチセット（T）

浴室リモコン

OTQ-C4706SAY BL
マルチリモコンセット（本体＋リモコン）

メーカー希望小売価格477,180円（税込）

4万キロ4万キロ

PH-5BVGQ-541MW
メーカー希望小売価格

44,770円（税込）
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台所リモコン

エネ
ルック

GT-C2062SAWX-2 BL
マルチリモコンセット（本体+リモコン）

メーカー希望小売価格420,310円（税込）

GT-C2462SAWX-2 BL
マルチリモコンセット（本体+リモコン）

メーカー希望小売価格446,270円（税込）

エネルック機能搭載！
「エコの見える化」でエコの意識を高めます。

音声
ガイド

マルチリモコンセット（本体+リモコン）マルチリモコンセット（本体+リモコン）
メーカー希望小売価格440,330円（税込）

FH-E2012SAWL

マルチリモコンセット（本体+リモコン）
メーカー希望小売価格433,290円（税込）

GT-C2062SARX-2 BL
マルチリモコンセット（本体+リモコン）

メーカー希望小売価格459,140円（税込）

GT-C2462SARX-2 BL

マルチリモコンセット（本体+リモコン）
メーカー希望小売価格427,350円（税込）

FH-E207ARL
マルチリモコンセット（本体+リモコン）

メーカー希望小売価格453,310円（税込）

FH-E247ARL

FH-E2422SAWL

「ふろ」も「給湯」もダブルで高効率

浴室リモコン

「お湯カウンター」搭載！
使用しているお湯の量がその場で見えます。

RC-J101E マルチセット

据
置
き
型

マルチリモコン MFC-E226V

台所リモコン

浴室リモコン

号24号24

号24号24

号24号24

号24号24

号20号20

号20号20

号20号20

号20号20

77年保証付年保証付

77年保証付年保証付 エコモードで、手軽に省エネ＆節水！！ 配管洗浄塩害対応

エコモードで、手軽に省エネ＆節水！！ 配管洗浄塩害対応

OFF

石油からガスへの
お取替えもお気軽に
ご相談ください！

台
所
リ
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コ
ン
の

エ
ネ
リ
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OFF

N3S14PWASSTESC
メーカー希望小売価格357,720円（税込）

N3S15PWASSTESC
メーカー希望小売価格363,550円（税込）

PD-862WS-60GP(GH)PD-862WS-U75GP(GH)
メーカー希望小売価格246,070円（税込）メーカー希望小売価格251,790円（税込）

OFF

7575タイプタイプ
cmcm 6060タイプタイプ

cmcm

7575タイプタイプ
cmcm 6060タイプタイプ

cmcm

ガラストップ
調理モード(12種)
レンジフード連動

 ガラストップ
オートグリル・ワイドグリル W温度調節機能

ラ・クックオート機能

水なし両面焼

レンジフード連動

充実した安心機能
音声ガイド・アプリ連動

オート機能(10種)

すぐラク3点セット

・木製プレート
・クッキングシート

・レシピ本

グリルでできる！

グリルでできる！

焼き網調理と新ラ・クック（ふたあり）で比較実験したところ、
グリル内の油汚れは、99.9％カットされていました。（パロマ調べ）

焼き網で調理
グリル庫内はベトベト。 10回焼いてもグリル庫内はピカピカ。

ラ・クック（ふた有り）で調理

ラ・クックで
クリーン
グリル

キャンペーン　限定　プレゼント

キャンペーン　限定　プレゼント

煮る 無水調理 低温調理・燻製

新たな調理機器はいらない !? ぜんぶを１台で解決「おまかせ調理」

5年保証

                    

OFF

OFF

給湯器等につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響により、
全国的に商品の品薄状態が継続しております。

ご注文から納品まで数カ月を要する場合がありますので予めご了承下さい。

メーカー希望小売価格414,480円（税込）

※オーブン接続非対応品。

メーカー希望小売価格
44,770円（税込）

音声おしらせ
機能付

音声おしらせ
機能付

グリル庫内への油に飛び散りを軽減する
油はねガードＬをプレゼント！

ノーリツビルトインコンロを
お買い上げのお客様にはもれなく
5年保証をプレゼント致します！

グリル調理の
質が進化

グリル調理の
質が進化

お手入れしやすい魚焼き容器を使用して
多彩な調理を手軽に調理！

波型プレートグラネ キャセロールL
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CAMPAIGN 2022CAMPAIGN 2022
WINTERWINTER

最新機種か
ら

定番機種ま
で

最新機種か
ら

定番機種ま
で

お客様の“便利”と“快適”をサポート

全て
税込
価格

全て
税込
価格

キャンペーン期間 ： 2022年11月～2023年1月

SALE
期間限定

期間限定

◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使い下さい。　
取扱を誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。

◎設置工事は、お買上げの販売店または専門業者にご依頼くださ
い。工事に不備がありますと故障の原因となります。

安全に関する
ご注意

●ガス器具のお求め、ご相談は信頼とサービスの当JAへ…

JAさがみＬＰガスセンター
藤沢市善行坂１-２-１
TEL 0466-82-2661

JAさがみＬＰガスセンター
綾瀬営業所

綾瀬市深谷中３-４-５
TEL 0467-79-0591
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128,000131,000（税込）
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47.9% 47.9%
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円
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41.7%



ビルトインコンロ全口センサー搭載

センサーコンロ テーブルコンロ全口センサー搭載

センサーコンロ

ガス炊飯器 レンジフード

ラ・クックラ・クック

クリアパールブラック

ティアラシルバー

ティアラシルバー（ハイパーガラス）

焼き網で調理 ラクックで調理

くわしくはこちら

LIFE with La-cook

静音設計が魅力静音設計が魅力

炊飯鍋炊飯鍋

クックボックスクックボックス

OFF

OFF OFF

OFF

OFF

幅592×奥行458×高さ180
NLC2293CDBA-R/L

メーカー希望小売価格40,260円（税込）

NLG2292WH-R/L
幅592×奥行461×高さ180

メーカー希望小売価格51,810円（税込）
幅592×奥行500×高さ183

メーカー希望小売価格78,320円（税込）

PA-A64WCK-R/L
幅595×奥行496×高さ183

メーカー希望小売価格98,010円（税込）

NLW2290ACBA-R/L
幅595×奥行496×高さ183

メーカー希望小売価格98,010円（税込）

PA-370WHA-R/L

PA-370WA-R/L
ブラックもあります。

PA-S45H-R/Lホワイトもあります。

ガラスコートトップ 水なし両面焼
オートメニュー・ワイドグリル 温度調節機能

ホーロートップ 水なし両面焼
オートメニュー・ワイドグリル 温度調節機能

※このカタログの内容は2022年11月現在のものです。※このカタログの内容は2022年11月現在のものです。当チラシに掲載されております商品の価格には、取付工事費、配送費、使用済商品の引取費は含まれておりません。当チラシに掲載されております商品の価格には、取付工事費、配送費、使用済商品の引取費は含まれておりません。

ホーロートップ 水なし片面焼

PA-S45B-R/L
幅592×奥行461×高さ180

OFF

メーカー希望小売価格51,810円（税込）

ラ・クック
プレゼント
ラ・クック
プレゼント

ラ・クック
プレゼント
ラ・クック
プレゼントラ・クックグランプレゼントラ・クックグランプレゼント

ラ・クックグランプレゼントラ・クックグランプレゼント

ラ・クックグランプレゼントラ・クックグランプレゼント クックボックスまたは炊飯鍋プレゼントクックボックスまたは炊飯鍋プレゼント

クックボックスまたは炊飯鍋プレゼントクックボックスまたは炊飯鍋プレゼント

クックボックスまたは炊飯鍋プレゼントクックボックスまたは炊飯鍋プレゼント

ホーロートップ 水なし片面焼

ホーロートップ グリルなし

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

7575タイプタイプ
cmcm

7575タイプタイプ
cmcm

6060タイプタイプ
cmcm

6060タイプタイプ
cmcm

6060タイプタイプ
cmcm

すっきりフェイスデザインと
充実グリル機能

シンプルに操作できる
使いやすいデザイン

デザイン性と機能性が
バランスよく
調和したモデル

メーカー希望小売価格207,900円（税込）

ラ・クックオートに
「あたため」「トースト」

機能が追加！
PD-819WS-U75GH(75CV)

メーカー希望小売価格217,140円（税込）

PD-819WS-60GH(60CV)
メーカー希望小売価格211,420円（税込）

PD-509WS-75C（V・K）
メーカー希望小売価格161,700円（税込）

メーカー希望小売価格155,980円（税込）
PD-509WS-60C（V・K）

シンプルで安心便利コンロ

6060タイプタイプ
cmcm

メーカー希望小売価格147,840円（税込）
PD-200WS-60C（V・K）

N3WS6PWAS6STE
メーカー希望小売価格218,350円（税込）

N3WS5PWAS6STE
メーカー希望小売価格212,520円（税込）

使いやすさとお求めやすさを実現

ガラスコートトップ
温度調節機能

水なし両面焼 ワイドグリル

ガラストップ
W温度調節機能 レンジフード連動

水なし両面焼 オートグリル・ワイドグリルガラストップ
W温度調節機能 レンジフード連動

水なし両面焼

ガラストップ 水なし両面焼 W温度調節機能

オートグリル・ワイドグリル
ラ・クックオート機能

温度調節機能ワイドグリル水なし両面焼ガラスコートトップ
ガラストップ
W温度調節機能 レンジフード連動

水なし両面焼 オートグリル・ワイドグリル

7575タイプタイプ
cmcm

7575タイプタイプ
cmcm

6060タイプタイプ
cmcm

6060タイプタイプ
cmcm

工事費等は、設置状況や設置環境により異なりますので、当JAまでお問い合わせください。

メーカー希望小売価格168,630円（税込）

メーカー希望小売価格174,460円（税込）

オートメニュー・ワイドグリル
ガラスコートトップ 水なし両面焼

温度調節機能

キャンペーン限定プレゼント！

グリル庫内への油はね99.9%99.9%
カット!※

メーカー希望小売価格
9,240円（税込）

メーカー希望小売価格
4,950円（税込）

メーカー希望
小売価格
9,240円（税込）

グリルプレート波型と油はねガードのセットです。
ラ・クックグランラ・クックグラン

※パロマ調べ

グリル庫内への油汚れ

99.9%99.9%
カット!※

メーカー希望小売価格
11,330円（税込）

料理レパートリーが広がります！

レモンチキン サンマ
※ノーリツ調べ

油を落として
こんがり焼き上げ

グリルプレート波型

プレートの底の形状がポイ
ント。表面をカリッと焼き
上げます。

※ガラストップコートもあります

5年保証

5年保証

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

※専用ガスホースが必要です（別売）

5合炊き

5合炊き

PR-M09TR
メーカー希望小売価格82,170円（税込）

PR-09EF
メーカー希望小売価格26,400円（税込）

メーカー希望小売価格124,630円（税込）

メーカー希望小売価格197,230円（税込）

見やすく使いやすいタッチ式スイッチ ノンフィルタータイプ見やすく使いやすいタッチ式スイッチ ノンフィルタータイプ

メーカー希望小売価格197,230円（税込）

スリム型ノンフィルター（シロッコファン）／コンロ連動

NFG6S23MSI〔600シルバー〕
※コンロ連動あり

NFG6S21MSI〔600シルバー〕
※コンロ連動なし

WNBSK606HDXMSIL/R
※コンロ連動あり

スタイリッシュなデザインと
多彩なメニュー

持ち運びに便利な
セパレート式です

フェイシス（商品番号　　）、ウィズナ（商品番号　　） と
連動型レンジフードのセット購入の方には
「多機能パンＰＥＭ－２」を
プレゼント！
詳しくはお問い合わせください。

N3WT6RWTNASI

N3WT7RWTNASI

N2WS7PWAS6STE

※オーブン接続非対応品。

5年保証

メーカー希望小売価格11,550円(税込）

フィルターレスだからお手入れ簡単！
すっきりデザインのお勧めレンジフード
フィルターレスだからお手入れ簡単！
すっきりデザインのお勧めレンジフード

レンジフード
電源
ON!

コンロを
点火！
ON!
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25,000（税込）

円

22,000（税込）

円

54,000（税込）

円

41,000（税込）

円

49,000（税込）

円

25,000（税込）

円

80,000（税込）

円

78,000（税込）

円

99,000（税込）

円

96,000（税込）

円

72,000（税込）

円

74,000（税込）

円

103,000（税込）

円

100,000（税込）

円

70,000（税込）

円

50.0%

47.6% 51.7%

44.9%

45.3%51.7%

52.5%

52.7%

54.6%

54.8%

54.2%

53.8%

52.6%

54.1%

53.7%

100,000（税込）

円
51.8%

120,000（税込）

円

72,000（税込）

円

128,000（税込）

円18,000 （税込）

円

58,000（税込）

円

31.8%

29.4%

42.2%

39.1%

35.1%


