
キッチンの華になる 
きらめき大人ガスコンロ

[ PD-721WS-60GK ]

期間：2019年11月1日(金)～2020年1月31日(金)未来を明るく、あたたかく

1 ブリリオα

ビルトインコンロ

グリル庫内の油はねの量

※試験方法：PA-92WXRにて「焼き網」「ラ・クック(フタ有り)」でさんま三尾を調理。グリル庫内の各お手入れ部品(焼き網、ラ・クックは除く)への油はねの量
を5回測定し平均値を算出。焼き網(強火：12分)ラ・クック(強火：12分)にて調理。<パロマ調べ>

99.9%カット

下取りなし価格

71,800円(税込)
下取りあり価格

66,800円
(税込)

下取り5,000円

機能アイコンの説明

SIセンサー
火を消し忘れても約2時間で自動消火します。

温調
お料理に応じて火加減を自動調整。

感震停止
震度4相当の揺れで自動的にガスを遮断し消
化します。

あんしんモード
ボタンひとつでうっかり消し忘れを防止。
30分で自動消化。

水無両面
水無で、上下から加熱する焼き上げグリル。
お魚をひっくり返す手間がいりません。

水無片面
水無で、上側からのみ加熱の焼き上げグリル。

テフロン
テフロン加工された天板が水や油をはじきます。

ガラストップ
天板にガラスを使用しています。美しく清潔
感があり、お手入れラクラク。

ガラスコーティング
ホーロー天板にガラスのコーティングを施し
ています。

オートグリル
焼き魚をグリルにおまかせでちょうど良い
焼き加減に。

プレゼント＆
下取り企画実施中！
同同 時時 開開 催催

本フェアにてガス機器をお買い上げいただいたお客様に粗品をプレゼ
ント！さらに、ビルトインコンロか卓上コンロを買い替えいただくお客
様には、現在設置しているコンロを下取りいたします！

希望小売価格  
176,000円(税込)

[ PD-509WS-60CV ]

シンプルな安心安全コンロ

リプラ2 [ N3WQ6RWASKSI ]

スッキリデザインと充実の
グリル機能

ファミ

月々3,000円×36回 月々1,800円×60回 月々1,280円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●84回は初回のみ1,760円
・ ・

月々1,600円×36回 月々960円×60回 月々680円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ1,800円 ●84回は初回のみ1,360円●60回は初回のみ1,160円
・ ・

下取りなし価格

74,800円(税込)

69,800円(税込)
希望小売価格  
168,300円(税込)
下取りあり価格 下取り5,000円

下取りなし価格

116,000円(税込)

111,000円(税込)
希望小売価格  
264,000円(税込)
下取りあり価格 下取り5,000円

下取りなし価格

113,000円(税込)

108,000円(税込)
希望小売価格  
242,000円(税込)
下取りあり価格 下取り5,000円

下取りなし価格

62,800円(税込)

57,800円(税込)
希望小売価格  
148,500円(税込)
下取りあり価格 下取り5,000円

月々1,930円×36回 月々1,160円×60回 月  々820円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ2,250円 ●84回は初回のみ1,740円●60回は初回のみ1,360円
・ ・

プレゼント
ココットプレート
定価8,800円(税込)

月々3,080円×36回 月々1,850円×60回 月々1,320円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ3,200円 ●84回は初回のみ1,440円
・ ・

プレゼント
クックボックス
定価8,800円(税込)

プレゼント
油はねガードL・
定価3,520円(税込)
波型プレートパンL
定価8,250円(税込)

4 [ N3S09PWASPSTE ]

マルチグリルで、快適な毎日を

ピアット 5 [ RHS71W23L8RSTW ]

シンプル＆スマートなコンロ

リッセ

月々1,850円×36回 月々1,110円×60回 月々790円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ2,050円 ●84回は初回のみ1,230円●60回は初回のみ1,310円
・ ・

ラ・クック（赤）
定価8,800円(税込)

プレゼント

プレゼント
ラ・クック（赤）
定価8,800円(税込)
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分割プランの適用は分割可能な全ての商品で、
弊社ガス供給の一戸建てに限らせていただきます。分割プランのご利用について

※画像とはごとくの仕様が異なります。



(税込)

19,500円
(税込)

下取りなし価格

34,800円(税込)
下取りあり価格

32,800円(税込)
下取り2,000円

希望小売価格  
98,780円(税込)

お貸しいたします！ぜひ使ってみてください！
レンタル費用・無料

ココットプレートで
グリルのお手入れ楽々

フィルターレスのレンジフードでお手入れがラクになる

高知市南久保7番27号  TEL 088-883-7115　FAX 088-884-5169
http://www.maruni-group.co.jp/maruni/

お問い合わせ・ご用命は 未来を明るく、あたたかく

卓上コンロ レンジフード

※レンジフードの価格はサイズにより異なります。また、現場の状態によっては取り付けできない場合もありますので予めご了承ください。

※ご利用は弊社ガス供給の一戸建てのお客様に限らせていただきます。

料理にこだわりたくなる
“総料理長”という名のコンロ。

[ IC-A67WCH(L/R) ]
グランドシェフ

6

13

[ RTS65AWK1RG(L/R) ]
ラクシエ

すっきり収まるコンロ

[ NLW2261TCBSG(L/R) ]
ガラスコートトップ

7

[ OGR-REC-AP601R/LSV ]
※品番・写真・価格は60cmタイプのものです。  
　その他、75cm、90cmタイプもあります。

OGRシリーズ11

オイルスマッシャー搭載。
ファンのお手入れ不要で楽々！

[ SRC-364E ]

木造7畳
コンクリート造9畳用

４つの
ポイント

燃料を入れる手間がありません
空気が乾燥しないので体にやさしい
ワンタッチ・5秒でぽかぽか温風
返却後、清掃して次回お貸し出し

1
2
3
4

Before After

従来の
レンジフード

フィルターレス
レンジフード

油汚れでギトギトのレンジフードはお
手入れが大変！吸い込みも変な音がし
て心配・・・。

フィルターレスのレンジフードなら、お手入
れラクラクで、とっても快適！音も静かで
しっかり吸い込んでくれる！

下取り企画の注意事項　お客様よりお預かりした下取り品を買い取り、新たにご購入いただく
商品から同額をお値引きさせていただくものです。下取り品は、弊社にてお預かり後に所定の方
法にて直ちに処分させていただきます。いかなる場合であっても、お客様へのご返却はお受けで
きかねますので予めご了承ください。弊社は下取り品において、売買契約の無効または取り消し
に伴う原状回復義務を一切負わないものといたします。 088-883-7115

ガスファンヒーター

下取りなし価格

45,800円(税込)

43,800円(税込)
下取りあり価格 下取り2,000円

月々1,210円×36回 月々730円×60回 月々520円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ1,450円 ●84回は初回のみ640円
・ ・

月々900円×36回 月々540円×60回 月々390円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ1,300円 ●36回は初回のみ940円 ●84回は初回のみ430円
・ ・

35,800円(税込)下取りあり価格

33,800円
(税込)

下取り2,000円

希望小売価格  72,380円(税込)

特別価格
(標準取付工事込)

希望小売価格 212,300円(税込)

下取りなし価格

21,500円(税込)下取りあり価格 下取り2,000円

希望小売価格 49,280円(税込)

月々930円×36回 月々560円×60回 月々400円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ1,250円 ●84回は初回のみ600円●84回は初回のみ760円
・ ・

テフロン加工でお手入れ
カンタン、キレイをキープ

[ NLW2281AAFSG(L/R) ]
ラックリーナ
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下取りなし価格

44,800円(税込)下取りあり価格

42,800円
(税込)

下取り2,000円

希望小売価格 104,280円(税込)

月々1,180円×36回 月々710円×60回 月々500円×84回
分割プラン ※下取り後価格を基に表記しております。

●36回は初回のみ1,500円 ●84回は初回のみ1,300円●60回は初回のみ910円
・ ・

プレゼント
ラ・クック（赤）
定価8,800円(税込)

プレゼント
ココット
プレート
定価8,800円
           (税込)

シンプルで使いやすいコンロ

[ PA-S42B(L/R) ]

あんしんコンロ
水なし片面焼グリル10

※「あんしんコンロ 水なし片面焼きグリル」は一括払いのみの取り扱いとなります。

165,000円 (税込)特別価格
(標準取付工事込)

希望小売価格 110,000円(税込)

96,000円

[ NFG6S13MSI ]
※品番・写真・価格は60cmタイプのものです。  
　その他、75cm、90cmタイプもあります。

クララ12

ワンタッチでファンの取り外し
ができ、お手入れが楽！
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希望小売価格 

107,580円(税込)

下取りなし価格

月々4,580円×36回 月々2,750円×60回 月々1,960円×84回
分割プラン

●36回は初回のみ4,700円 ●84回は初回のみ2,320円
・ ・ 月々2,660円×36回 月々1,600円×60回 月々1,140円×84回

分割プラン

●36回は初回のみ2,900円 ●84回は初回のみ1,380円
・ ・


