おうち時間

寒くなってきましたね！あっという間に冬の季節になりました。
ご自宅の給湯器は大丈夫でしょうか？10月1日から関西電力さん
協賛のもと、各電気メーカーさんがガス・灯油の給湯器からエコ
キュートへ買替のキャンペーンをしております。
※10/1～2/末の設置工事対象（メーカーにより設置日が異なります）

エコキュートが お ト ク な 理由

はぴeタイムR＋エコキュート＋
IHクッキングヒーターで光熱費

家庭用ヒートポンプ給湯機

エコキュート

コミュ二ケーションリモコンセット
HE-TQWKW ※オープン価格

・スマホでつながる
・エコナビ
・自動でお湯はり
・追いだき機能
・自動保温 自動たし湯 ・配管洗浄
・脚部カバ―
・4本脚 耐震設計技術
HE-NS37KQS 370Lフルオート
※オープン価格

220,000円
HE-NS46KQS 460Lフルオート

限定2台

限定2台

限定2台

・スマホ連携※無線LANアダプター必要
・自動でお湯はり
・追いだき機能
・自動保温 自動たし湯

大特価！

SRT-W375

72％引

370Lフルオート

定価￥853,500（税抜）

238,000円

（税抜）

SRT-W465

（税抜）

460Lフルオート

定価￥933,500（税抜）

※オープン価格

261,000円

250,000円

（税抜）
※工事費は別途になります

（税抜）
※工事費は別途になります

※参考工事費

スタイリッシュリモコン
定価￥45,000
BRC083C1

インターホンタイプリモコンセット
RMCB-D5SE
定価￥40,000

・マイクロバブル入浴※別売りのマイクロバブル
アダプターが必要になります
・温浴タイム
・自動でお湯はり
・追いだき機能 ・自動保温 自動たし湯
EQN37VFV 370Lフルオート
定価￥855,000（税抜）

247,000円
EQN46VFV 460Lフルオート

71％引

（税抜）

定価￥950,000（税抜）

275,000円

（税抜）
※工事費は別途になります

電気温水器、エコキュートからの取替工事費 110,000円（税抜） ※工事内容（給排水工事 追焚配管 本体設置 接続 土間コンクリート 既設撤去処分 電気工事 関電申請費含む）
ガス 灯油給湯器からの取替工事費 150,000円（税抜)
※工事内容（給排水工事 追焚配管 本体設置 接続 土間コンクリート 既設撤去処分 ガス止工事）※関電申請費 幹線引込は別途になります
チラシ・広告有効期間：2020年12月5日まで

WB工 法 屋 上 庭 園 付 き住 宅 SW工 法 取 扱 店 です。
く

き

の
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ガス給湯器 エコジョーズを知ろう！

戸建用

ガス給湯器

エコジョーズ

70％引

RUF-Eシリーズ 屋外壁掛型 設置フリー オートタイプ

リモコンセット MBC-240V 定価￥33,000（税抜）
配管カバー WOP-F101 定価￥7,000（税抜）

・20号 RUF-E2007SAW

セット価格￥363,000

108,000円

・24号 RUF-E2406SAW

セット価格￥385,000

115,000円

70％引

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

※工事費は別途になります

GT-Cシリーズ 屋外壁掛型 設置フリー オートタイプ

リモコンセット RC-J101E 定価￥33,000 （税抜）
配管カバー H67K-450-S 定価￥5,500 (税抜）

107,000円

（税抜 ）

・20号 GT-C2062SAWX BL セット価格￥357,500
(税抜）

113,000円

（税抜）

・24号 GT-C2462SAWX BL セット価格￥379,500
（税抜）

※工事費は別途になります

マイクロバブルバスユニット

大特価！
マイクロバブルバスユニット

マイクロバブルバスユニット

107,000円

内臓ふろ給湯器 オートタイプ

マイクロバブルバスユニット UF-MBU3
専用リモコン MBC-MB240VC 専用循環金具
配管カバー セット定価￥185,000（税抜）

（税抜）

マイクロバブルバスユニット内臓ふろ給湯器 RUF-ME2406SAW
専用リモコン MBC-MB240VC 専用循環金具
配管カバー セット定価￥517,200（税抜）
※参考工事費

220,000円

（税抜）

※工事費は別途になります

ガス給湯器からエコジョーズ・マイクロバブルバスユニット内臓給湯器への取替工事費 40,000円（税抜） ※工事内容（給水給湯工事 追焚配管 本体設置 ガス接続 既設撤去処分 リモコン取替） ※ドレン排水は別途になります
マイクロバブルバスユニット UF-MBU3の取付工事費 18,000円（税抜）※工事内容（追焚配管 本体設置 リモコン取替）※電気配線は別途になります
チラシ・広告有効期間：2020年12月5日まで

WB工 法 屋 上 庭 園 付 き住 宅 SW工 法 取 扱 店 です。
く

き

の
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