
��ガスプラザ お���

��に�りましたが、�は、�メーカー�の��
キャンペーンや���� をお#けいたします。

ガスプラザニュース

��ガス���	 ニュースレター No.２０２０－０７

��ガスプラザでは、���のあるスタッフと��く

のガス����を�っております。

'(コロナウィルスで、/0が2�き456になってお

ります。みなさまも<=>?してABしていきましょう

ガスプラザスタッフ

ガスプラザに�	


の�を���

�で��いたして

おりますが、 り

あと ずかとなっ

ております。

リンナイ ビルコン

デリシア

RHS72W22E3V2D-STW

ホワイトドットゴールド

ユーディア・エフ

RHS721W26S11RVL

ミストシルバー

D Eのみ1

	


� ノーリツ キャンペーン� 
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� �2コロナウィルス9:;に<
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����の��	もポカポカ。
��お�いの��	に����な「��	���」。

�	と��	を
 !��。

リンナイだからできる

, - � 	 ��	

�	��./�
RBH-W414KP

��2356�
RH-61W（A）

��	���
RBH-W414T

1:の��2356�が、�	も
��	も=>にパワフルに�めます。

IJをLMきNしにすることで、SUから��V�がアップ。
さらに、ルーバーをスイングさせて�3できるため、つまd
からeのてっぺんまでポカポカです。

IJLMきNしで !��。

すばやく��がlちnがるよう、��� は4kWsnに
�t。uvwも46dBsLのためyかです。

スピード��とyw�|。

��	���- }~

�	と��	の2	を��。
1 :で�	s,の��が��な�	��タイプもあります。

24>���スイッチ

�	3����
スイッチ

��	3����
スイッチ

�	3��スイッチ

��	3��スイッチ�	3�Jスイッチ

��	3�Jスイッチ

�	����スイッチ�	3��スイッチ

�	3./スイッチ

�	3��I�スイッチ

�	3タイマー>�
���

�	3>��t
スイッチ

��	3>��t
スイッチ

��	3タイマー
����	3J�スイッチ

●��	リモコン

����

�410×��285mm

��

2	
ユニットバス!3サイズ

1.25 §sL にも¨©します。

ª«¬uv¨©

コンパクトタイプ
�
��	��./� ®¯°±~ ラインアップ

³）トイレ・��	／· ¹̧の��スイッチは、º»できないものも
あります。くわしくはお½いあわせください。

³）��	／·¸¹の��スイッチは、º»できないものもあります。
くわしくはお½いあわせください。

��	リモコン ��	リモコン

●2	��・3	��¨© ●2	��・2	��¨©

¿ÀÁÂÃÄ （ÅÆÃÄ）￥175,200
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GIJKはNトレで

みなさまもTUコロナウィルスZ[\]^で
ステイホームということで]^をされている
とeいます。
fgのGIJKをhうために、ステイホーム
でNトレをすることにしました。

fgからトレーニングをいくらかしていまし
たがnoのpえもrえs�のペースでuうこ
とのできるwxNトレはいいですね。
トレーニングするには、なかなかzめるまで
できないことが{いのですがこれで|fNト
レをすることがf}にすることができれば

n��に��がたまりやすいので、�しでも
��したいとeっています。

みなさまもステイホームでどんなことされて
ます？ � り�っていきましょう！

:¹リモコン

�	ÓÔ��3 �	・:¹リモコンのセット

�	リモコン

おいだきÖØª«·Ù ª«たしÚ ª«Ûきあげ ��おÝらせ ��タイマー ��Ûきあげ

Q�� ßシミュ／FF＋FB ßFF＋FB バイパスサーボ Íæサーボ ª«Íæçèé�

35℃NÚ I�ëì Ië・tI パワフルÚはり íべるEcoモード ò«ふろÖØ·Ù

 !おいだき  !õI õI>��� Úはりö÷�おÝらせ たしÚ たしÍ（ぬるÚ）

��uv ùびNし★1 üýおÝらせ ª«¬uv¨©

マイクロバブル �Úユニット SU1・SU2 ソーラーº» 3�¨©ユニット

［ ¨ © ガ ス � ］

LPG 13A・12A

・この	
は、ダクト��ができません。

フルオート
NOxRUFー HAシ リーズ

★1 リモコンMBC-220V（A）-HOLº»>。

RUF-HA163A-E

リモコン（�Â
です）

�	リモコン

BC-223VN-HOL
（24-1499）

¿ÀÁÂÃÄ

（ÅÆÃÄ）

（24-1529）

￥19,500

MBC-220V（A）-HOL

¿ÀÁÂÃÄ

（ÅÆÃÄ）￥33,000

リモコンはn�のみとなります

ガスふろ�Ú�- ��タイプ

おいだきÖØª«·Ù ª«たしÚ ª«Ûきあげ ��おÝらせ ��タイマー ��Ûきあげ

Q�� ßシミュ／FF＋FB ßFF＋FB バイパスサーボ Íæサーボ ª«Íæçèé�

35℃NÚ I�ëì Ië・tI パワフルÚはり íべるEcoモード ò«ふろÖØ·Ù

 !おいだき  !õI õI>��� Úはりö÷�おÝらせ たしÚ たしÍ（ぬるÚ）

��uv ùびNし★1 üýおÝらせ ª«¬uv¨©

マイクロバブル �Úユニット SU1・SU2 ソーラーº» 3�¨©ユニット

・この	
は、ダクト��ができません。

オート
NOxR F ーHAシ リーズU

★1 リモコンMBC-220V（A）-HOLº»>。

RUF-HA83SA-E



お�い�わせ�

CDのサービスおよび��のI

JについておMNにおOいPわ

せください。

��ガス����

� �ガスプラザ

〒720-0805
\]^_`abcd ９ －２２

084-922-3110

おlくのサービスショップ

��ガスお�さまセンター

９２１－５０５０

��ガス��ショップ

９４１－８１８１

��ガス��ショップ

９２１－５５９９

Webサイトをごvください:

www fukuyama. -gas co jp. .

www fukuyama. -gas com.

TUコロナウイルスZ[����のための��の]�

みなさまご��のとおり、5�14fに、���は�の� ¡¢£¤の]¥¦§から¨©されました。

この¨©をうけて«¬しておりました®ガスショールーム「®ガスプラザ」を、５�１８f

（�）より¸¬いたしました。

¸¬に¹しましては、ごº¬のお»さまの¼½と¼¾のために、¿¾の¢ÀでおÁえできるよう

ÂめてまいりますのでよろしくおÄいÅしÆげます。

ガスプラザでは、Z[È�のためにÉの]^をÊじます。

◎ スタッフのÎÏÐÑをÒÓいたします。

（|fのÔÕ、Z[��のマスクØÙ、ÚÛ�なÜÝいとÞßのÒÓ）

◎ àáâりãにÞßäをåæし、âç¬èにéÙできるようにいたします。

◎ êëカウンターにíî��Ù]^をuいます。

◎ ïðのñ、ごº¬のお»さまとのò�なóôをõちながら]�いたします。

� �  � �


