
1 FF-AG6821H(MN) 2 FF-IR6821(W) 3 FF-6821PK(N) 7 FF-SG5621M(TG) 8 FF-VT4221P(W) 9 FFR-5511BL S(W) 10 FR-V3602(W)

希望小売価格246,400円（税込） 希望小売価格221,100円（税込） 希望小売価格214,500円（税込） 希望小売価格163,900円（税込） 希望小売価格134,200円（税込） 希望小売価格162,800円（税込） オープン価格

円 円 円 円 円 円 円

4 FFR-G7040SX A 5 FFR-Ｇ5640SX A 6 FFR-7032KF A(W) 11 FF-HG52SC(W) 12 FF-5211TL S 13 UH-FIR7021(TG) 14 UFH-703SX A(SB)

希望小売価格228,800円（税込） 希望小売価格166,100円（税込） 希望小売価格209,000円（税込） 希望小売価格172,700円（税込） 希望小売価格159,500円（税込） 希望小売価格310,200円（税込） 希望小売価格282,700円（税込）

円 円 円 円 円 円 円

15 FH-CWZ36BYA(KG) 16 FH-SR3321Y(N) 17 LC-SL36H(W) 21 UKB-AG470MX(FFW) 23 OTQ-G4706WFF-RC
【水道直圧式】 【水道直圧式】

水道直圧式だからシャワーがパワフル！
絶えることなく同じ温度のお湯が使えます

希望小売価格62,480円（税込） オープン価格 希望小売価格60,500円（税込） 希望小売価格349,800円（税込） 希望小売価格365,860円（税込）

円 円 円 円 円

18 SX-E2921WY(W) 19 SX-2421Y(S) 20 RB-251(W) 22 UKB-NX370R(FK) 24 OX-4705FF
【貯湯式】 【貯湯式】

希望小売価格25,080円（税込） オープン価格 希望小売価格29,480円（税込） 希望小売価格228,800円（税込） 希望小売価格209,880円（税込）
缶体内部にお湯を貯めて給湯する貯湯式

円 円 円 円 短時間なら温度変化の少ないシャワーが使えます 円
なんといってもリーズナブルなお手頃価格（税込） （税込）

チラシの他にも各種取り揃えております。　　【取付工事代・部材】は別途お見積となります。

10畳 9畳 9畳

（税込） （税込） （税込）

17,400 14,000 23,100 160,000 147,000

給排気筒セット

8畳 7畳 7畳

コンクリート コンクリート コンクリート

暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安

木造 木造 木造

（税込） （税込） （税込） （税込） （税込）

反射 反射 対流

コンクリート コンクリート コンクリート

13畳 12畳 13畳

42,700 21,800 32,800 245,000 256,000

給排気筒セット 給排気筒セット

木造 木造 木造

10畳 9畳 10畳

（税込）

温風 温風 温風

暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安

（税込） （税込） （税込） （税込） （税込） （税込）

29畳 23畳 29畳 22畳 22畳 29畳

169,800 119,800 137,500 118,800 83,600

コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート

18畳 15畳 18畳 14畳 14畳 18畳

木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造

18畳

（税込）

温風 温風 床暖 床暖

暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安

28畳 28畳 28畳 23畳 18畳 23畳

116,900 88,900

18畳 18畳 15畳 11畳 14畳

172,700 148,500 140,800

15畳

（税込） （税込） （税込） （税込） （税込） （税込）

96,800

198,000

71,500

29畳

203,500

暖房の目安

木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造

暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安 暖房の目安

10畳

コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート

18畳

FF式石油ストーブ

ータブル石油ストーブ 燃費向上！ 石油 イラー

← 屋内壁掛型 →

いつでもあったか 給湯＋追い焚きタイプ

お湯はりが終わるとメロディやブザーで
お知らせしれくれます。
（自動で湯はりが止まらない手動タイプです）

◎設定した湯量になるとお湯はりが
自動で停止するオートタイプ

◎お湯はりから自動足し湯停止まで
ボタン一つで便利な
全自動フルオートタイプもございます。

豊富なラインナップでお客様のご要望に
お答えいたします！
詳しくは当店までご相談ください。

← 屋内据置型 →

12／末
10／1FRI

2021年

昨シーズンは冷え込みが厳しく

各地 凍結トラブルが多発 ！

最新石油ストーブ ボイラー

あったか安心、万全の準備

冬を迎えましょう。

季節商品は売り切れ御免 す。

ぜひお早目にお求めください。




