
おすすめ商品

三菱電機ﾙｰﾑエアコン ＧＶシリーズ
（２０１９年ﾓﾃﾞﾙ）

2.2kw ６畳 100V

2.8kw １０畳 100V

電源 参考価格
キャンペーン

価格
備考

¥66,000

能力 セット型番
畳数主
に～

ＭＳＺ－ＧＶ２２１９Ｅ（Ｗ）

ＭＳＺ－ＧＶ２８１９Ｅ（Ｗ） ¥77,000

\50,000
(\45,454(税別))

\60,000
(\54,545(税別))

・冷媒インバータ　　　　　　　　・
3モード除湿
・耐塩害仕様+ヤモリガード
・内部クリーン

※表示価格はすべて消費税込です。
※ご依頼により取付工事も承ります。基本工事費（配管材料費含まず）¥16,500～
複数台作業もご相談承っておあります、お気軽にご相談下さい。
上記製品は生産台数限定の為、期間中売り切れの際はご容赦下さい。
2020年6月15日工事費価格改定いたしました。

おすすめ商品お買い上げの方へ

DNS
ｲｵﾝﾁｬｰｼﾞ
（イオン タブレット）

プレゼント

貯湯式温水洗浄便座

リモコン付
SCS-TRK2000

操作部一体型
SCS-TCK1000

¥26,400（税込） ¥22,000（税込）

※上記価格、工事費は含まれて下りません。

熱中症対策に!

オリジナル

配管セット
販売中！



オリジナル商品 エアコン取付配管セット

エアコン配管セット ２分３分

寸法 商品番号 価格（税込）

3.0m HHS03 \4,400

3.5m HHS35 \4,950

4.0m HHS04 \5,500

5.0m HHS05 \6,600



新築・リフォームにおすすめ商品

ＪＣ－10Ｋ 壁スイッチタイプ
定価¥39,600（税込）

¥16,500（税込）

※上記価格、工事費は含まれて下りません。

ダクト用換気扇

※上記価格、工事費は含まれて下りません。

三菱ダクト用換気扇 天井埋込形 浴室・トイレ・洗面所  三菱電機

※表示価格はすべて消費税込です。

販売価格

¥5, 830

¥6, 600

¥7, 150

Ｖ Ｄ－１ ０ Ｚ Ｃ １ ０

Ｖ Ｄ－１ ３ Ｚ Ｃ １ ０

Ｖ Ｄ－１ ５ Ｚ Ｃ １ ０

型　 　 番 メ ーカー希望小売価格

¥15, 950

¥18, 590

¥19, 690

「ヘルスエアー®機能」搭載
循環ファン


(照明器具）

















		特価\52,960						特価\10,450						特価\9,350						特価\8,580						特価\8,360





																																						 







		特価\5,830						特価\6,820						特価\25,960						特価\18,920						特価\15,070











		特価\12,760						特価\18,040						特価\5,830						特価\4,950

																						※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ
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2020年セール(クーラー）









						能力 ノウリョク		セット型番 カタ バン						畳数主に～ ジョウ スウ オモ		電源 デンゲン		参考価格 サンコウ カカク				キャンペーン　価格 カカク				備考 ビコウ



						2.2kw		ＭＳＺ－ＧＶ２２１９Ｅ（Ｗ）						６畳 ジョウ		100V		¥66,000				\50,000　　　　(\45,454(税別)) ゼイベツ				・冷媒インバータ　　　　　　　　・3モード除湿　　　　　　　　　　　・耐塩害仕様+ヤモリガード　　　　・内部クリーン レイバイ ジョシツ タイエン ガイ シヨウ ナイブ

						2.8kw		ＭＳＺ－ＧＶ２８１９Ｅ（Ｗ）						１０畳 ジョウ		100V		¥77,000				\60,000　(\54,545(税別)) ゼイベツ

										※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ

										※ご依頼により取付工事も承ります。工事標準価格（３ｍ配管材料込）\16,500～ イライ トリツケ コウジ ウケタマワ

										　複数台作業もご相談承っておあります、お気軽にご相談下さい。 フクスウ ダイ サギョウ ソウダン ウケタマワ キガル ソウダン クダ

						上記製品は生産台数限定の為、期間中売り切れの際はご容赦下さい。 ジョウキ セイヒン セイサン ダイスウ ゲンテイ タメ キカンチュウ ウ キ サイ ヨウシャ クダ



三菱電機ﾙｰﾑエアコン　　　　　　　　　　　　ＧＶシリーズ（２０１９年ﾓﾃﾞﾙ）

　お買い上げの方へ
DNSｲｵﾝﾁｬｰｼﾞ
プレゼント


5月20日より
プライスダウン！



温水便座

						温水洗浄便座“シャワンザ”｜トイレ用｜

								EW9013		（アイボリー）

						定価\68,200　　特価￥19,800 テイカ トッカ

						温水洗浄便座“シャワンザ”　リモコン式｜トイレ用｜ シキ

								EW9110		（アイボリー）

						定価\77,000　　特価￥27,500 テイカ トッカ

												※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ
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2019年セール(三菱換気扇）

		三菱ダクト用換気扇 天井埋込形 浴室・トイレ・洗面所  三菱電機

		型　　番 カタ バン				メーカー希望小売価格 キボウ コウリ カカク						販売価格 ハンバイ カカク

		ＶＤ－１０ＺＣ１０				¥15,950						¥5,830

		ＶＤ－１３ＺＣ１０				¥18,590						¥6,600

		ＶＤ－１５ＺＣ１０				¥19,690						¥7,150

																※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ
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超!目玉商品 早い者勝ち!

残り9台

温水洗浄便座“シャワンザ”　リモコン式｜トイレ用｜

EW9110 （アイボリー）

定価¥77,000（税込）

¥25,500（税込） ¥22,000（税込）

定価¥25,177（税込）

残り1台

貯湯式温水洗浄便座

リモコン付
SCS-T275

※上記価格、工事費は含まれて下りません。※上記価格、工事費は含まれて下りません。


(照明器具）

















		特価\52,960						特価\10,450						特価\9,350						特価\8,580						特価\8,360





																																						 







		特価\5,830						特価\6,820						特価\25,960						特価\18,920						特価\15,070











		特価\12,760						特価\18,040						特価\5,830						特価\4,950

																						※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ
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2020年セール(クーラー）









						能力 ノウリョク		セット型番 カタ バン						畳数主に～ ジョウ スウ オモ		電源 デンゲン		参考価格 サンコウ カカク				キャンペーン　価格 カカク				備考 ビコウ



						2.2kw		ＭＳＺ－ＧＶ２２１９Ｅ（Ｗ）						６畳 ジョウ		100V		¥66,000				\50,000　　　　(\45,454(税別)) ゼイベツ				・冷媒インバータ　　　　　　　　・3モード除湿　　　　　　　　　　　・耐塩害仕様+ヤモリガード　　　　・内部クリーン レイバイ ジョシツ タイエン ガイ シヨウ ナイブ

						2.8kw		ＭＳＺ－ＧＶ２８１９Ｅ（Ｗ）						１０畳 ジョウ		100V		¥77,000				\60,000　(\54,545(税別)) ゼイベツ

										※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ

										※ご依頼により取付工事も承ります。工事標準価格（３ｍ配管材料込）\16,500～ イライ トリツケ コウジ ウケタマワ

										　複数台作業もご相談承っておあります、お気軽にご相談下さい。 フクスウ ダイ サギョウ ソウダン ウケタマワ キガル ソウダン クダ

						上記製品は生産台数限定の為、期間中売り切れの際はご容赦下さい。 ジョウキ セイヒン セイサン ダイスウ ゲンテイ タメ キカンチュウ ウ キ サイ ヨウシャ クダ



三菱電機ﾙｰﾑエアコン　　　　　　　　　　　　ＧＶシリーズ（２０１９年ﾓﾃﾞﾙ）

　お買い上げの方へ
DNSｲｵﾝﾁｬｰｼﾞ
プレゼント


5月20日より
プライスダウン！



温水便座

						温水洗浄便座“シャワンザ”｜トイレ用｜

								EW9013		（アイボリー）

						定価\68,200　　特価￥19,800 テイカ トッカ

						温水洗浄便座“シャワンザ”　リモコン式｜トイレ用｜ シキ

								EW9110		（アイボリー）

						定価\77,000　　特価￥25,500 テイカ トッカ

												※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ
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2019年セール(三菱換気扇）

		三菱ダクト用換気扇 天井埋込形 浴室・トイレ・洗面所  三菱電機

		型　　番 カタ バン				メーカー希望小売価格 キボウ コウリ カカク						販売価格 ハンバイ カカク

		ＶＤ－１０ＺＣ１０				¥15,950						¥5,830

		ＶＤ－１３ＺＣ１０				¥18,590						¥6,600

		ＶＤ－１５ＺＣ１０				¥19,690						¥7,150

																※表示価格はすべて消費税込です。 ヒョウジ カカク ショウヒゼイ コミ
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