
※熱中症・乾燥は
　注意喚起のみ

※100V電源が必要です。

※電池式

おかげさまで創立80周年

毎日のおふろや家事が楽しくなる…そんな機能が満載です。

ワンホールタイプ

床暖房（後付タイプ）

衣類乾燥機

ルビーレッド　エメラルドグリーン ホワイト　　ブラック

一台で、キッチンやシャワーなどの給湯と、自動湯はりや追いだきもできます。

※部材・取付工事費別途

湯沸器風呂釜

警報器と消火器のセットリース警報器と消火器のセットリース
上記　上記　　〜　〜　　のいずれかの警報器１台＋下の消火器１本のセットでのいずれかの警報器１台＋下の消火器１本のセットで 月額月額４９５４９５円円（10％税込）（10％税込）60 63

リモコン：
RC-J109Eマルチ

リモコン：
MBC-240V

都市ガス部門　☎086-444-8141
LPガス部門　  ☎086-455-3836

〒712−8611 倉敷市水島福崎町3−30  https://www.mizushima-gas.co.jp/
営業時間：8：45～17：30

水島ガスショールーム 水島ガスショールーム れすぱれすぱ　　☎086-440-6277☎086-440-6277
〒712−8014 倉敷市連島中央1−12−19
営業時間：10：00～17：00
定　休　日：水曜日・祝日・年末年始

給湯器（給湯専用）

給湯器（追焚き機能付）

GQ-C2432WX BL

24号
  メーカー希望小売価格（税込）289,080円

当社販売価格（税込）185,200円

40

RUF-E2406SAW

24号
  メーカー希望小売価格（税込）445,060円

当社販売価格（税込）283,000円

50

PH-E2425AWL

24号
  メーカー希望小売価格（税込）284,680円

当社販売価格（税込）182,500円

42

FH-E2422SAWL

24号
  メーカー希望小売価格（税込）440,330円

当社販売価格（税込）280,500円

48

RUX-E2013W

20号
  メーカー希望小売価格（税込）271,700円

当社販売価格（税込）174,000円

43

GT-C2462SAWX-2 BL

24号
  メーカー希望小売価格（税込）446,270円

当社販売価格（税込）284,300円

46

GQ-C2032WX BL

20号
  メーカー希望小売価格（税込）271,480円

当社販売価格（税込）173,800円

39

RUF-E2007SAW

20号
  メーカー希望小売価格（税込）419,210円

当社販売価格（税込）267,000円

49

PH-E2015AWL

20号
  メーカー希望小売価格（税込）271,810円

当社販売価格（税込）174,200円

41

FH-E2022SAWL

20号
  メーカー希望小売価格（税込）414,480円

当社販売価格（税込）263,700円

47

RUX-E2403W

24号
  メーカー希望小売価格（税込）284,570円

当社販売価格（税込）182,000円

44

GT-C2062SAWX-2 BL

20号
  メーカー希望小売価格（税込）420,310円

当社販売価格（税込）267,400円

45

天井取付型

壁取付型

専用熱源機給湯器（追焚き＋暖房機能付）

浴室暖房乾燥機

暖房 乾燥 換気 涼風

GTH-C2459SAWD-1 BL

24号
メーカー希望小売価格（税込）501,600円

当社販売価格（税込）320,300円
51

RBH-W414KP
メーカー希望小売価格（税込）108,790円

当社販売価格（税込）76,200円
54 BDV-3306AUKNSC-BL

メーカー希望小売価格（税込）119,240円

当社販売価格（税込）83,600円
55

RVD-E2405SAW2-1（A）

24号
メーカー希望小売価格（税込）495,660円

当社販売価格（税込）316,400円
52

※専用熱源機・取付工事費は別途

セレクションカタログ
M i z u s h i m a G a s   S e l e c t i o n   C a t a l o g   2 0 2 2

暮らしを快適にする多彩な機器で、暮らしを快適にする多彩な機器で、
住まいのお困りごとを解決！住まいのお困りごとを解決！

詳しくは中面をご覧ください。詳しくは中面をご覧ください。

水島ガスの
春夏

最新のガス機器を体感することができます

※表示価格には、取付部品代、工事代は含まれていません。別途お見積りさせていただきます。
※商品は2022年７月現在のものです。予告なくデザインを変更することがあります。
※当社販売価格は有効期間中の標準販売価格であり、イベント等の販売価格とは異なる場合があります。

※商品の色は画像の関係上、実際とは多少異なることがあります。ご了承ください。
※カタログの有効期間は2022年7月1日（金）～2022年9月30日（金）です。

お問合せはこちら

温水・乾燥機器

蛇口一体型浄水器

ガスもれ警報器（都市ガス用：壁取付型）

火災警報器（天井・壁取付どちらも可） 消火器

JY297MN-9NTF
  メーカー希望小売価格

（税込）41,800円

当社販売価格（税込）33,500円

JL307MN-9NL2
  メーカー希望小売価格

（税込）36,850円

当社販売価格（税込）29,500円

JB1046BF1N
  メーカー希望小売価格

（税込）60,500円

当社販売価格（税込）42,400円

XW-725S
リース月々

385円
（リースのみ）

SA-182E
リース月々

132円
現金価格（税込）

6,600円

XW-125G
リース月々

220円
（リースのみ）
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床暖房（床貼り6畳タイプ）

当社販売価格（税込）260,000円〜
59

RDT-54S-SV
メーカー希望小売価格（税込）147,840円

当社販売価格（税込）119,000円
56

ガス
熱中症

CO
乾燥

火災 ガス CO 火災 ガス CO 火災

ガス CO 火災

火災ガス
非常灯

CO
常夜灯

保証期間
5　年

保証期間
5　年

保証期間
5　年

蛇口と浄水器が一体型になりました。シンク周りがスッキリひろびろ使えます。蛇口と浄水器が一体型になりました。シンク周りがスッキリひろびろ使えます。

一台で、キッチンやシャワーなどの給湯ができます。 給湯、自動湯はりや追いだきの他に、浴室暖房乾燥機や床暖房などが使用できます。

※部材・取付工事費別途

※表示価格はリモコン代込

※表示価格はリモコン代込

※表示価格はリモコン代込

YP-756FE
リース月々

330円
（リースのみ）

XW-715K
リース月々

330円
現金価格（税込）

14,850円

61 62

保証期間
5　年

保証期間
5　年

 RH-61W（A）
メーカー希望小売価格（税込）115,280円

当社販売価格（税込）80,700円

RF-121BTⅢ
メーカー希望小売価格（税込）103,620円

当社販売価格（税込）72,600円
 PH-5BV
メーカー希望小売価格（税込）44,770円

当社販売価格（税込）31,400円

53
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※この消火器は、メンテナンスフリーです。

サ　イ　ズ：高さ. 約375㎜×幅. 約146㎜

総　従　量：2.2ｋｇ

薬　剤　料：強化液（中性）1L

放射時間：約12秒（於20℃）

放射距離：4～6ｍ（於20℃）

有効期限：5年

厚生労働省に認可された安全な食品原料の
配合で作られた消火器です。

リモコン：RC-7507M-3

リモコン：
RC-J101Eマルチ

リモコン：MC-150V

リモコン：
MFC-E226V

リモコン：MC-145V

リモコン：
MBC-240V

65



炊　飯　器

調理する時間が楽しくなりそうな、キッチンまわりの設備を豊富に取りそろえています。

レンジフード ※部材・取付工事費別途

N3S11PWASKSTEC
  メーカー希望小売価格（税込）347,710円

当社販売価格（税込）243,400円
　　 RHS71W31E12RCSTW
  メーカー希望小売価格（税込）368,500円

当社販売価格（税込）258,000円
ガラス天板

オートグリル

水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

ガラスコート天板

オートグリル

水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

クリスタルコート天板

温度調節・炊飯

水無両面焼グリル

ガラス天板

オートグリル

水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

パールクリスタル天板

オートグリル

水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

ホーロー天板

安心モード

水無片面焼グリル

ガラス天板

オートグリル

水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

プラチナカラートップ天板

オートグリル

水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

クリスタルコート天板

温度調節

水無片面焼グリル

　　 PD-962WT-U75GG
  メーカー希望小売価格（税込）353,430円

当社販売価格（税込）247,500円
1 2 3

オイルスマッシャー搭載
“汚さない”という発想のレンジ
フード。

ガスならではのパワフルな炎でオーブン料理！
電子レンジとしても使えます。

清掃性とエコ性能を両立した
プレミアムなレンジフード。

使いやすさと清掃性を向上させた
スリム型クリーンフード。

N3WS4PWASKSTEC
メーカー希望小売価格（税込）254,100円

当社販売価格（税込）178,000円
 RHS71W32L23RSTW

メーカー希望小売価格（税込）254,100円

当社販売価格（税込）178,000円
 PD-862WS-U75GP

メーカー希望小売価格（税込）251,790円

当社販売価格（税込）176,300円
4 65

ビルトインコンロ　 ※部材・取付工事費別途

N3GT2RVQ1
  メーカー希望小売価格（税込）82,940円

当社販売価格（税込）58,100円

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

当社販売価格（税込）109,200円

テーブルコンロ

8

10

テーブルコンロ （グリルなし）

ガスオーブン ※部材・取付工事費別途

 RTS65AWK14RG-CL/CR
  メーカー希望小売価格（税込）112,970円

当社販売価格（税込）79,200円

 RTS-336-2FTS（SL）-L/R
  メーカー希望小売価格（税込）34,430円

当社販売価格（税込）24,200円
19 PA-29B

  メーカー希望小売価格（税込）35,640円

当社販売価格（税込）25,000円
20

14

 PA-E18S
  メーカー希望小売価格（税込）7,810円

当社販売価格（税込）6,300円
21

炊飯専用電子ジャー付

24Lタイプ 33Lタイプ

タイマー付

RR-100MTT（MB・MW）
1.1升
炊き

メーカー希望小売価格（税込）110,880円

当社販売価格（税込）88,800円

25

RR-055MTT（MB・MW）
5.5合
炊き

メーカー希望小売価格（税込）101,640円

当社販売価格（税込）81,400円

24

RR-100VQ（DB）
1升
炊き

メーカー希望小売価格（税込）39,050円

当社販売価格（税込）31,300円

27

RR-050VQ（DB・W）
５合
炊き

メーカー希望小売価格（税込）35,640円

当社販売価格（税込）28,600円

26

PR-18EF
1升
炊き

メーカー希望小売価格（税込）28,820円

当社販売価格（税込）23,100円

29

PR-09EF
５合
炊き

メーカー希望小売価格（税込）26,400円

当社販売価格（税込）21,200円

28

 RT66WH7R-CWL/CWR
  メーカー希望小売価格（税込）78,320円

当社販売価格（税込）55,000円
 RT64MH7R2-CL/CR

  メーカー希望小売価格（税込）58,740円

当社販売価格（税込）41,200円
PA-S45B-L/R

  メーカー希望小売価格（税込）51,810円

当社販売価格（税込）36,300円

 PA-370WHA-L/R
  メーカー希望小売価格（税込）78,320円

当社販売価格（税込）54,900円

16 1817

15

 XGR-REC-AP604SV（横幅60cm）
  メーカー希望小売価格（税込）205,700円

当社販売価格（税込）145,000円
33 OGR-REC-AP602R/LSV（横幅60cm）

  メーカー希望小売価格（税込）245,630円

当社販売価格（税込）172,000円
30  LGR-3R-AP601SV（横幅60cm）

  メーカー希望小売価格（税込）160,930円

当社販売価格（税込）113,000円
36

 XGR-REC-AP754SV（横幅75cm）
  メーカー希望小売価格（税込）217,800円

当社販売価格（税込）153,000円
34 OGR-REC-AP752R/LSV（横幅75cm）

  メーカー希望小売価格（税込）257,730円

当社販売価格（税込）181,000円
31  LGR-3R-AP751SV（横幅75cm）

  メーカー希望小売価格（税込）173,030円

当社販売価格（税込）121,000円
37

 XGR-REC-AP904SV（横幅90cm）
  メーカー希望小売価格（税込）229,900円

当社販売価格（税込）161,000円
35　OGR-REC-AP902R/LSV（横幅90cm）

  メーカー希望小売価格（税込）269,830円

当社販売価格（税込）189,000円
32  LGR-3R-AP901SV（横幅90cm）

  メーカー希望小売価格（税込）185,130円

当社販売価格（税込）130,000円
38

オイルガード DCモーター ビルトイン
コンロ連動

LED照明 タイﾏー

ワンタッチ
着脱フｧン DCモーター ビルトイン

コンロ連動

LED照明 タイﾏー

ワンタッチ
着脱フｧン

ビルトイン
コンロ連動 LED照明

タイﾏー

最新のレンジフードはお掃除ラクラク！！

キッチン

N3WT6RWTSKSI
メーカー希望小売価格（税込）168,630円

当社販売価格（税込）118,200円
7

レンジフードの取り替えは
実は意外とカンタン！

①古くなったレンジフード

今、お使いのレンジフードや換気扇を丸ご
とお取り替え。しかも工事は意外と簡単。

②レンジフードを取りはずす

③新しいレンジフードに取り替え完了

Before

After

※写真は一例です。NLV2401ESV（卓上型）
  メーカー希望小売価格（税込）194,040円

当社販売価格（税込）155,400円
RSR-S15E-ST（ビルトイン型）

  メーカー希望小売価格（税込）278,960円

当社販売価格（税込）224,000円
22 23

PD-N36
メーカー希望小売価格（税込）82,060円

当社販売価格（税込）57,500円
11 RS31M5H2SBW

  メーカー希望小売価格（税込）82,940円

当社販売価格（税込）58,100円

 PA-A96WCR-L/R
  メーカー希望小売価格（税込）112,970円

当社販売価格（税込）79,100円

12

13

※1 汚れ具合や使用状況により異なります。
※整流板、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。
　汚れたらその都度お手入れをしてください。

整流板

ディスク

オイルガード

一体クリーンパネル
親水系
コート

親水系コートでお手入れラクラク！

角や溝などの細かい凹
凸がなく、お手入れしや
すい設計です。

凹凸の少ない設計
一体クリーンパネル2

ディスク4

2

1

4

3

オイルガード押さえを手
前に引くだけで簡単には
ずせます。

ディスクからの油を回収
オイルガード3

3ヶ月※1に
1度だけ！

お掃除は

3ヶ月※1に
1度だけ！

お掃除は

ファンシー
クリーン

ファンシー
クリーン

ファンシー
クリーン

フラットな設計なので汚
れの拭き取りも簡単で
す。

取りはずしがカンタン！ OGRシリーズ

整流板1

ディスクはボタンを押す
だけで簡単にはずせるワ
ンタッチ着脱。

ここもポイ
ント！

エアプロ取替レンジフードカタログより抜粋
フジテックメンテナンス株式会社

レンジフード内部もファンもお掃除
が不要になったことでお掃除にかか
る時間と使う水の量を大幅削減。

RS31W27P14DGVW
  メーカー希望小売価格（税込）176,770円

当社販売価格（税込）124,000円
9

ガラス天板

オートグリル 温度調節・炊飯

水無両面焼グリル

ガラス天板 水無両面焼グリル

温度調節・炊飯

ホーロー天板 水無片面焼グリル ホーロー天板 水無片面焼グリル メタルトップ天板 水無片面焼グリル

ガラス天板

オートグリル 温度調節・炊飯

水無両面焼グリル ガラス天板

オートグリル 温度調節・炊飯

水無両面焼グリル

ガラスコート天板 水無両面焼グリル パールクリスタル天板

オートグリル 温度調節・炊飯温度調節・炊飯

水無両面焼グリル

キャセロールL付属

ココットプレート付属

ココットプレート付属取出しフォーク付属

ココットプレート付属ラ・クック（赤）同梱ザ ココット・ココットプレート付属ラクックグラン（ブラウン）同梱

ラクックグラン（ブラウン）同梱

56cmタイプ 56cmタイプ

ファンとレンジフード内部への油の侵
入をブロックすることで、お掃除にか
かる時間と使う水の量を大幅削減。

クックボックス同梱

※2022年8月マイナーチェンジ予定


