
桜井ガス株式会社〒633-0053 奈良県桜井市谷8-1 TEL:0744-42-2991 FAX:0744-45-5804

本社ショールームにて床暖房、最新ビルトインコンロが体験できます。
お気軽にお越し下さいませ。

■ガスを安心してお使い頂く為に■
・あせらず窓を開けて換気。
・メーターガス栓を閉める。
・あせらず、桜井ガスまで！！

※電気のスイッチ等、換気扇には触らないでください。

※このカタログは2020年現在のものです。 変更することがありますので、ご了承ください。 このカタログは桜井ガスのお客様に限ります。

ホームページ → https://www.sakurai-gas.co.jp/

イオン

簡単なお掃除でずっとキレイが続きます！！トイレリフォーム

食洗機で家事ラク！！食器洗い乾燥機

アメージュZA 一体タイプリフォーム用トイレ

リモコンタイプの操作部で好きな
場所にリモコンを取付けできます。

シンプルなデザインと高い清掃性の
組み合わせ便器

手洗付きタイプ

手洗付きタイプアメージュZ 分割リフォームタイプ

便　器：YBC-ZA20H ¥66,800（税込）
機能部：DT-ZA282H ¥190,080(税込）

希望小売価格

※別途工事代金が必要になります。

便　器：YBC-ZA10H ¥69,080（税込）
便　座：CW-KB21QC ¥107,800（税込）
タンク：YDTーZA180H ¥69,080（税込）

希望小売価格 ¥190,300(税込）

RSW-404LP

希望小売価格￥148,000 (税込)

2020年ガスログセット価格

※別途工事代金が必要になります。

￥120,000 (税込)

2020年ガスログ価格

￥120,000 (税込)

2020年ガスログセット価格

※別途工事代金が必要になります。

パワーストリーム洗浄

フチレス形状

お掃除リフトアップ（手動）

キレイ便座

女性専用ノズル

アクアセラミック

パワーストリーム洗浄

シャープなフォルム

フチレス形状

アクアセラミック

タワーウォッシャー

マルチショットでスミズミま
で均等に洗浄します。
節水にもなり光熱費節約でき
ます！

重曹コース プラズマクラスター 除菌スチーム洗浄

庫内洗浄コース

ソフトタッチドア 銀イオンカートリッジ付属

オールトップコントロール

ソフト排気

タワーウォッシャー

予約運転

45cmタイプ

上記のQRコードを読み込んでいただくことでカン
タンに携帯電話や、スマートフォンで桜井ガスの
ホームページがご覧いただけます。

2020年度版
4月～12月末まで
2020年度版
4月～12月末まで
2020年度版
4月～12月末まで

お住まいで
お困りの事は何でも

ご相談下さい！！
桜井ガスへ桜井ガスへ桜井ガスへ

2020年特集2020年特集2020年特集
ガス衣類乾燥機（乾太くん）キャンペーン

ビルトインコンロとレンジフードのセット好評販売

今年の「がす展」は9/5（土）・9/6（日）に決定しました！！
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インスタグラム初めました。

sakuraigasu

※商品の出荷状況により遅延する場合がございます。当社まで御確認下さい。



天候に左右されない満足度の高い商品！！ エコで環境にやさしいお湯生活！！　

RDT-80(8kgタイプ）　　　　　　
希望小売価格 ￥173,800（税込）

RDT-52SA(-R)(5kgタイプ）　　　　　　
希望小売価格 ￥173,800（税込）

高さ 684 幅650 奥行641

高さ 684 幅654 奥行545

RDT-54S-SV(5kgタイプ）　　　　　　
希望小売価格 ￥140,800（税込）
高さ 684 幅650 奥行561

ガス衣類乾燥機 ガス給湯器

台所音声リモコン

RUX-E1616W
希望小売価格 ¥173,800（税込）

RUX-E2406W
希望小売価格 ¥193,600（税込）

￥9,000

BC-145V
希望小売価格 ¥16,170（税込）

(税込)

がすログ価格

給湯もエコジョーズでガス代節約！

）用坪5.1（ PK414W-HBR
希望小売価格 ¥101,640（税込）

￥30,000（税込）
で設置できます。

プラス

MC-145V

MBC-230V（T）
希望小売価格 ¥36,300（税込）

台所音声リモコン

エコスイッチ

浴室リモコン

浴室リモコン

※浴室内で使えるリモコン付き

RVD-E2405SAW2-1(A)
希望小売価格 ¥426,800（税込）

GT-C2462SAWX BL 希望小売価格 ¥375,100（税込）

RC-J101E マルチセット
希望小売価格 ¥44,000（税込）

ガス風呂給湯器
 
（設置フリータイプ）

暖房付給湯器ふろ釜

給湯器・給湯専用タイプ

（設置フリータイプ）

●標準工事はガス・水道・給湯工事2m以内です。

￥225,000 税込
標準工事代込

給湯使用量が分かるお湯カウンター搭載

給湯量少しひかえめ
「エコスイッチ」を押すだけで、湯量を

エコスイッチ活用でランニングコストを節約！

8L、10L、12L、OFF（制限なし）に
変更出来ます。

7年間
保証

対象商品

7年間
保証

対象商品

7年間
保証

対象商品

ジメジメしやすいお風呂は
浴室乾燥でカラッと
させるのが１番です！

浴室を温めてヒートショック予防、衣類乾燥も！！

浴室乾燥暖房機

プラス

2020年ガスログ価格

●標準工事はガス・水道・給湯工事2m以内です。

￥198,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

￥120,000 （税込）

2020年ガスログ価格

●標準工事はガス・水道・給湯工事2m以内です。

￥98,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

●標準工事はガス・水道・給湯工事2m以内です。

￥110,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

台所音声リモコン

16号

24号

別売浴室リモコン

乾くまで時間がかかるの？ ガスのパワーでスピード乾燥！！

タオルがゴアゴアする! 繊維が根元から立ち上るからフワフワ

生乾き臭がする!! パワフル温風で原因菌を除去！

赤ちゃんの衣類には？ 外に干さないからチリや排気ガスの
微粒子が付着する心配もありません

洗濯物を一度に全部乾燥できる。たっぷり乾燥の8kgタイプ

家族分のタオルもおまかせ。使い勝手良い5kgタイプ。フィルターのお手入れも簡単。充実の機能を備えた5kgタイプ。

ガス衣類乾燥機だとこんなに違う！！

8k
タイプ

5k
タイプ

5k
タイプ

※設置代別途見積

￥120,000（税込）

2020年ガスログ価格

※設置代別途見積
￥90,000 （税込）

2020年ガスログ価格

※設置代別途見積

●5Kgで約52分、8Kgでも約80分で乾くので
家事の時短にもなります。

●外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろ
ん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染
が気になる日のお洗濯も安心です。

家事を時短化!!

赤ちゃんの衣類、花粉が気になる方にも！！



ココットプレートで機能性がさらに充実！！ マンション・一戸建てでも簡単にお取替できます

お手入れのしやすさで選ぶならノンフィルタータイプ。

こだわりと工夫をちりばめてラクラクお手入れを実現

天板がテフロン加工なので、毎日の
お手入れに手間がかかりません！！

Wワイド火力で使い勝手もアップしました！お求めやすい価格です！！

調理機能も充実・スタンダードガラストップコンロ

■操作パネル■

■操作部■

■操作パネル■

■ココットプレート■

■操作パネル■

お料理をもっと楽しく！！ 取替工事費込です。 レンジフード取替えて快適キッチン！！ビルトインコンロ レンジフード

RHS71W23L7RSTW
希望小売価格 ￥242,000（税込）

￥138,000 （工事込・税込）

75
cm
タイプ

RHS31W23L7RSTW
希望小売価格 ￥236,500（税込）

￥133,000
60
cm
タイプ

がすログ価格

がすログ価格

レンジフード連動 オートグリル

レンジフード連動 オートグリル

（工事込・税込）

￥149,000 （工事込・税込）

75
cm
タイプ

￥145,000
60
cm
タイプ

がすログ価格

がすログ価格

（工事込・税込）

N3S09PWAAFSTE
希望小売価格 ￥264,000（税込）

XGR-REC-AP603SV（シルバーメタリック）
希望小売価格 ￥179,300（税込）

N3S08PWAAFSTE
希望小売価格 ￥258,500（税込）

￥85,000
60
cm
タイプ

がすログ価格

（工事込・税込）

           
希望小売価格 ￥148,500（税込）

￥90,000
60
cm
タイプ

がすログ価格

（工事込・税込）

RS31W28U12RVW

N3WQ6G

希望小売価格 ￥159,500（税込）

キャセロール
希望小売価格
￥14,850（税込）

がすログ価格
￥9,800（税込）

クックボックス
希望小売価格
￥8,800（税込）

がすログ価格
￥6,500（税込）

ワイドな火力を左右のバーナーに搭載。
強火の炒め物からトロ火の煮込み料理まで幅広い料理に対応します。

右も左もワイドな火力で手際よく調理

別売品のクックボックスも搭載可能

炊飯機能付きコンロ購入で炊飯鍋プレゼント！！ ※炊飯鍋の画像はテーブルコンロのページをご参照くださいませ。

￥150,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

￥110,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

￥95,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

NFG6S14MSI L/R
希望小売価格 ￥135,300（税込）

TLR3S-AP601SV
希望小売価格 ￥113,300（税込）

コンロ連動タイプ

コンロ連動タイプ

薄さ35mmの超スリム設計

おしゃれなキッチンに素敵に映える
スタイリッシュなフォルムです

「エコラン」運転を新搭載し消費電力削減

簡単に外せるから、お手入れもスムーズ！！

XGRシリーズは省エネ性にこだわりました

ワンタッチで開く整流板、ギ
トギトになったフィルター洗
いの手間もいりません！！

親水性塗装を施してある楽
々オイルトレイは、油汚れが
落としやすいのも嬉しいポ
イントです！！

ワンプッシュで脱着可能、掃
除性が高いのでお手入れが
ラクラク！！

STEP.1 STEP.2 STEP.3整流板を開ける オイルトレイを外す ファンを外す

スッキリと見やすく使いやすい操作パネル
大きめの文字で見やすく、押しやすい操作ボタンです。

独立スイッチ

フィルターがないので
お掃除がラクラク！！

レンジフードとビルトインコンロセット購入の方は1万円お値引させて頂きます！！

ファンシークリーン仕上げ

油汚れを水玉状に弾き、浮かせた状態で拭き取りを可能
にした素材です。一般的な材質に比べ、お掃除にかかる
手間と時間を軽減しました。

別売の「クックボックス」に食材を入れて
グリル調理をすると、グリル庫内の油はねの
汚れを99.9％カットできます。



Wセンサー・水無しグリルで手間が省けます！！ ホーローだからお手入れ簡単「家事らく仕様」テーブルコンロ

水漏れしたりレバーが固くなったりしていませんか？取替用水栓

バスリフォーム

ホーローシステムキッチンパネル

ホーローシステムバス

ホーローシステムバス

キッチンリフォーム

￥55,000（税込）

2020年ガスログ価格

￥53,000
2020年ガスログ価格

￥38,000
2020年ガスログ価格

￥28,000
2020年ガスログ価格

RHS65AWK14RG-C L/R
希望小売価格 ￥107,580（税込）

NLW2281AAFSG L/R
希望小売価格 ￥104,280（税込）

￥870,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

1616(1坪）サイズFRP浴槽

1216(0.75坪）サイズFRP浴槽

￥865,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

￥926,000 税込
標準工事代込

2020年ガスログ価格

I型プラン

※現場状況により変動する場合がございます。

※現場状況により変動する場合がございます。

※現場状況により変動する場合がございます。

開口：255cm / 足下スライドタイプ

NLW2261TCBSG L/R
希望小売価格 ￥72,380（税込）

RT64JH6S2-G L/R
希望小売価格 ￥49,280（税込）

オートグリル 水無両面焼きグリルオートグリル 水無両面焼きグリル

水無両面焼きグリル

シンプルタイプ 水無片面グリル

テフロン加工天板

商品ご購入で
三合炊飯鍋
プレゼント！！

※RT64JH6S2-G L/Rにつきましては
炊飯機能がございませんので「3合炊飯鍋」
のプレゼントはございません。

SFWM420SYX
希望小売価格 ￥35,750（税込）

￥38,000（税込）

JF-AF442SYX
希望小売価格 ￥41,580（税込）

BF-WM145TZSG-AT
希望小売価格 ￥48,400（税込）

LF-B355S
希望小売価格 ￥30,910（税込）

￥42,000（税込）￥47,000（税込）￥30,000（税込）
※標準取付工事代込 ※標準取付工事代込 ※標準取付工事代込 ※標準取付工事代込

台 所 用 お 風 呂 用 洗 面 所 用

戸建て用

マンション用

ホーロークリーン浴室パネル

キープクリーンフロア

「ホーロークリーン浴室パネル」は汚れが染み込まずカビ
も発生しません！ その清掃性の高さは油性ペンも水拭き
だけで落とせるほどです。
秘密は表面に焼きつけて密着コーティングしているガラ
ス層。 何年使っても普段のお手入れは入浴後にサッとシ
ャワーで流すだけです！
※ホーローパネルの表面に限ります。

頑丈でキズ付きにくい磁器タイルだから、汚れが入りこ
みません。 風呂イスを引きずってもキズ付きにくい。硬い
タワシでこすってもOK。

リフォームに関してもお気軽に当社社員にご相談下さい。

マグネット収納・どこでもラック ホーローシステムキッチンパネル

壁全体を収納スペースにでき
付けたあとも動かせます！

固まってこびりついた油汚れが
なんと、洗剤なしで落ちました！

工事内容

ガス

大工 クロス

電気 水道

工事内容

ガス

大工 クロス

電気 水道

工事内容

ガス 電気 水道

省エネ
約　　％41

省エネ
約　　％41

省エネ
約　　％35

浄水タイプ 約３５％節水

ココットプレート
付属

（税込）

（税込）

（税込）

キズ付きにくいから、汚れにくい


