
日頃のご愛顧に感謝を込めて日頃のご愛顧に感謝を込めて
・名神新日石ガス・名神新日石ガス・名神新日石ガス

夏夏のの展示会展示会！！

お問い合わせ
ご相談は

姫路営業所
姫路市林田町林谷946-47 TEL（079）261-3833グループ

名神新日石ガス株式会社 兵庫西支店
兵庫県たつの市龍野町富永７３６‒1 TEL（0791）64-6621

太子町
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展示会会場
あぼしまち交流館

7月27日●7月27日7月27日●土
現

7月28日●月28日7月28日●日AM9：00～
PM4：00
AM9：00～
PM4：00
AM9：00～
PM4：00

現地案内図現

AM9：00～
PM3：00
AM9：00～
PM3：00
AM9：00～
PM3：00

ご来場の際、必ず本チラシを
ご持参ください。ご来場記念プレゼントご来場記念プレゼントご来場記念プレゼント

長崎カステラ長崎カステラ長崎カステラ長崎カステラ
先着000名様

テレビでも話題のビタミンEが
一般卵の約30倍入った
テレビでも話題のビタミンEが
一般卵の約30倍入った
テレビでも話題のビタミンEが
一般卵の約30倍入った

日本一こだわり卵日本一こだわり卵日本一こだわり卵日本一こだわり卵

写真のイメージと異なる場合がございます。写真のイメージと異なる場合がございます。写真のイメージと異なる場合がございます。

エコワン光熱費シミュレーションChallenge

①現在お使いの給湯器の年数は？
□3年未満　　　　□3～7年未満　　　　□7年以上

②現在お使いのコンロは？

※灯油代は灯油ボイラーをお使いの
　場合のみご記入ください。③3ヶ月の光熱費を請求書等をご覧いただきご記入ください。

電気代

円

月の場合 ガス代

円

月の場合 水道代

円

月の場合 灯油代

円

月の場合

シミュレーションをされたお客様に

3,000円分商品券3,000円分商品券3,000円分商品券
プレゼント！
※この1年以内に買い替をご検討の方で、持家の方に限ります。

※詳しくは係員までお尋ねください。

先着30名様

お手数ですがご記入のうえ
会場にある光熱費シミュレーション
ブースまでご持参ください。

7月27日●・28日●土 日

この機会にぜひ、無料のシミュレーションでチェックしてみませんか？

イベント商品・記念品等、多数ご用意いたしておりますが品切れの際はご容赦ください。

ダイネン・名神新日石ダイネン・名神新日石ダイネン・名神新日石

・卵かけご飯セット
・長崎カステラ
・卵かけご飯セット
・長崎カステラ
・卵かけご飯セット
・長崎カステラ

・どら焼き・どら焼き・どら焼き
ほか

先着
50名

ホルモンうどん
たこ焼きor焼そば
スーパーボールすくい
お菓子つかみ取り
フルーツかき氷
うちわお絵かき

直火匠×こだわり卵直火匠×こだわり卵
高級ガス炊飯器”直火匠”使用高級ガス炊飯器”直火匠”使用

先着
50名

究極卵かけご飯究極卵かけご飯究極卵かけご飯

※写真はイメージです

けんちゃ
んの

けんちゃ
んの

日本一こだわり卵の物産展！！日本一こだわり卵の物産展！！日本一こだわり卵の物産展！！

試食会試食会!試食会!試食会!



展示会 特別価格にて大御奉仕!!
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エコワン・熱源機一体型・
暖房10,000kcal

※工事費別途※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

※工事費別途※詳しくはスタッフまでお尋ねください。 ※工事費別途※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

ハイブリッド給湯器［エコワン］

エコワン専用リモコン

803,250円
47,250円
28,350円

RHBH-RJ243AW2-1
［100L型シングルハイブリッド］

本体合計価格：878,850円（税込）

■給湯器
本体価格‥‥‥‥‥
マルチリモコン‥‥
部材一式‥‥‥‥‥

・節水４.８Ｌ。汚れにくく、「すっきりデザイン」でお掃除しやすい
・フチなし形状だから、お手入れらくらく

その他キッチン・お風呂等も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください！

当会場にてリフォーム相談会開催します！

直火ならではのおいしさを、
　　より身近に、もっと手軽に。
直火ならではのおいしさを、
　　より身近に、もっと手軽に。

1

2 3 4

直火匠 1升
RR-100MST（SL）
定価:100,800円(税込)

直火匠 1升
RR-100MST（SL）
定価:100,800円(税込)

ガス炊飯器

エコ給湯器

ガラストップコンロ＆テーブルコンロ

レンジフード

レンジフード（連動タイプ）
XGR-REC-AP751SV
定価:181,650円(税込)

レンジフード（連動タイプ）
XGR-REC-AP751SV
定価:181,650円(税込)

※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

ガス給湯暖房用熱源機+
台所・風呂リモコンセット
（MBC-220V)
RVD-E2401SAW2-1
定価:442,050円(税込)

ガス給湯暖房用熱源機+
台所・風呂リモコンセット
（MBC-220V)
RVD-E2401SAW2-1
定価:442,050円(税込)

デリシア
RHS71W10G12R-S
定価:286,650円(税込)

デリシア
RHS71W10G12R-S
定価:286,650円(税込)

ユーディアef
RS721W14S7R-V
定価:222,600円(税込)

ユーディアef
RS721W14S7R-V
定価:222,600円(税込)

Verie
RS71W11G15R-S
定価:210,000円(税込)

Verie
RS71W11G15R-S
定価:210,000円(税込)

Verie
RS71W11G13R-S
定価:204,750円(税込)

Verie
RS71W11G13R-S
定価:204,750円(税込) 炊飯鍋

RTR-300D1
定価:4,410円(税込)

炊飯鍋
RTR-300D1
定価:4,410円(税込)

ダッチオーブン
RDH-02V
定価:15,750円(税込)

ダッチオーブン
RDH-02V
定価:15,750円(税込)

ベーシックタイプ
RS31W13A18RX-V
定価:150,150円(税込)

ベーシックタイプ
RS31W13A18RX-V
定価:150,150円(税込)

パールクリスタル・ブルー
RTS62WK17R-V
定価:89,040円(税込)

パールクリスタル・ブルー
RTS62WK17R-V
定価:89,040円(税込) 当日展示場にて発表当日展示場にて発表 当日展示場にて発表当日展示場にて発表

価格は当日展示場にて発表!価格は当日展示場にて発表!

ガラストップ・チャコールグレー
RTS62WG18R-V
定価:104,790円(税込)

ガラストップ・チャコールグレー
RTS62WG18R-V
定価:104,790円(税込)

ガラストップ・
オートグリル機能付
RTS62AWG16R-V
定価:118,650円(税込)

ガラストップ・
オートグリル機能付
RTS62AWG16R-V
定価:118,650円(税込)

ガス給湯専用機+
台所リモコン（ＭＣ-140Ｖ）
RUX-E2010W
定価:188,685円(税込)

ガス給湯専用機+
台所リモコン（ＭＣ-140Ｖ）
RUX-E2010W
定価:188,685円(税込)

ガス瞬間湯沸かし器
RUS-V51XT(WH)
定価:38,850円(税込)

ガス瞬間湯沸かし器
RUS-V51XT(WH)
定価:38,850円(税込)

レンジフード
USR-3A-AP752SI
定価:110,250円(税込)

レンジフード
USR-3A-AP752SI
定価:110,250円(税込)

直火匠 5合
RR-055MST（BK）
定価:92,400円(税込)

直火匠 5合
RR-055MST（BK）
定価:92,400円(税込)

こがまる 5合
RR-055VL
定価:26,250円(税込)

こがまる 5合
RR-055VL
定価:26,250円(税込)

■一括購入なら（7年保証付）

■7年延長保証の場合

■10年リース＆10年保証の場合
リース価格

リース価格

販売価格

（税込）3,780円3,780円×120回120回

（税込）5,280円5,280円
（税込）438,000円438,000円

× 84回84回

お料理を 楽しくおいしく!
こんなグッズはいかがですか？
お料理を 楽しくおいしく!
こんなグッズはいかがですか？

炊飯鍋炊飯鍋

ダッチ
オーブン
ダッチ
オーブン

★粗品引換券
氏名

住所

TEL

※このチラシを必ず当日ご持参願います。

ダイネン株式会社 ・ 名神新日石ガス株式会社
（　　　　　　　　　　　）

いずれかの店舗を○で囲んでください。

〒　　　　ー
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ビルトインコンロ

ビルトインコンロ テーブルコンロ テーブルコンロ テーブルコンロ

ビルトインコンロ ビルトインコンロ ビルトインコンロ

※ビルトインコンロは工事費別途

サクア スウィング三面鏡（エコミラー有）
LMWA075A3SGC1G 定価:202,125円(税込)
サクア スウィング三面鏡（エコミラー有）
LMWA075A3SGC1G 定価:202,125円(税込)21

低圧LP発電機（3ｍ供給BOXセット）
EU9iGP 定価:230,790円(税込)
低圧LP発電機（3ｍ供給BOXセット）
EU9iGP 定価:230,790円(税込)20

サクア 洗面化粧台（片引出し）
LDSWA075BBXSW2A 定価:扉色により定価UP
サクア 洗面化粧台（片引出し）
LDSWA075BBXSW2A 定価:扉色により定価UP22
ZJ ウォシュレット一体便器（手洗有、リモデル）
CES9134MLR#NW1 定価:214,200円(税込)
ZJ ウォシュレット一体便器（手洗有、リモデル）
CES9134MLR#NW1 定価:214,200円(税込)23
アメージュZ便器（ECO5、床排水）
GBC-Z10SU/BW1 定価:44,100円(税込)
アメージュZ便器（ECO5、床排水）
GBC-Z10SU/BW1 定価:44,100円(税込)24
アメージュZシャワートイレ機能部（ECO5、手洗有、Z1グレード）
DT-Z181U/BW1 定価:157,500円(税込)
アメージュZシャワートイレ機能部（ECO5、手洗有、Z1グレード）
DT-Z181U/BW1 定価:157,500円(税込)25
壁掛け型浴室暖房乾燥
RBH-W413K-CP オープン価格
壁掛け型浴室暖房乾燥
RBH-W413K-CP オープン価格26

9,800円9,800円（
税
込
）

3,200円3,200円（
税
込
）

49,800円49,800円（税込）78,000円78,000円（税込）

163,000円163,000円（税込） 128,000円128,000円（税込） 121,000円121,000円（税込） 118,000円118,000円（税込）

69,800円（税込）109,800円（税込）21,000円21,000円（税込）78,000円78,000円（税込）178,000円178,000円（税込）

64,800円64,800円（税込） 59,800円59,800円（税込） 16,800円16,800円（税込）

※工事費別途※詳しくはスタッフまでお尋ねください。


