
0120-1-31053

▼佐藤興産HP 担当
オールラウンドライフサポートカンパニー

〒330-0856 さいたま市大宮区三橋 1-1006

お気軽にお電話ください！お気軽にお電話ください！

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

電気ヒーター式
全自動洗濯乾燥機

乾燥時間の比較

5kg 8kg

で約162分5kg

で約281分5kg

約52分
で5kg

約80分
でも8kg

OFFOFF30%30%

ふっくら具
合にこれ

だけの差
！

天日干し
かさ高 約 cm18

全自動洗濯乾燥機
かさ高 約 cm19

乾太くん
かさ高 約 cm21.5

【定価】￥171,930   

RDT-54S-SV
DS-52HSF( 専用台：高）
DPS-75( 排湿管セット）

11

スピード乾燥で家事の時短化スピード乾燥で家事の時短化

省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器省エネ高効率給湯器

【定価】\386,100
RUF-E2006SAW+MBC-240V(T)

側面近接10mm

側面近接10mm

24 号給湯タイプ

20 号給湯タイプ

必要別売部材

給水・給湯接続 ガス種 品コード
R3/4（20A）
R3/4（20A）

LPG
12A・13A

0139E01
0139E07

給水・給湯接続 ガス種 品コード

リモコンコードS（2心）8A
リモコンコードM（2心）8A

循環アダプターHX-F 0704958
0700075
0700166

屋外壁掛形

GT-C2462SAWX BL
給 湯

ふ ろ

同 時

TG　　　　　44.1kW（37,900kcal/h）
LPG 　　　　44.1kW（3.15kg/h）

TG　　　　　11.6kW（9,980kcal/h）
LPG 　　　 　11.6kW（0.829kg/h）

TG　　　　　55.7kW（47,900kcal/h）
LPG 　　　 　55.7kW（3.98kg/h）

屋外壁掛形

GT-C2062SAWX BL
給 湯

ふ ろ

同 時

TG　　　　　36.7kW（31,600kcal/h）
LPG 　　　　36.7kW（2.62kg/h）

TG　　　　　11.6kW（9,980kcal/h）
LPG 　　　 　11.6kW（0.829kg/h）

TG　　　　　47.8kW（41,100kcal/h）
LPG 　　　 　47.8kW（3.41kg/h）

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）

希望小売価格 ￥341,000（税抜価格）

必要別売部材

リモコンコードS（2心）8A
リモコンコードM（2心）8A

循環アダプターHX-F 0704958
0700075
0700166

希望小売価格 ￥319,000（税抜価格）

￥12,800（税抜価格）
￥8,800（税抜価格）
￥9,500（税抜価格）
￥15,000（税抜価格）

￥12,800（税抜価格）
￥8,800（税抜価格）
￥9,500（税抜価格）
￥15,000（税抜価格）

¥7,600（税抜価格）
¥2,200（税抜価格）
¥2,200（税抜価格）

★ドレン排水が必要です。施工はP.194参照。

¥7,600（税抜価格）
¥2,200（税抜価格）
¥2,200（税抜価格）

リモコンセット価格（本体＋標準リモコン）

マルチリモコンセット価格

RC-G001Eマルチセット ￥41,800（税抜価格）

￥382,800（税抜価格）

リモコンセット価格（本体＋標準リモコン）

マルチリモコンセット価格

RC-G001Eマルチセット ￥41,800（税抜価格）

￥360,800（税抜価格）

539

240

63
8

★排水 R1/2（15A）

給湯 
R3/4（20A）

給水 
R3/4（20A）

520

174
117
84

ガス
12A・13A：
R3/4（20A） 
LPG：
R1/2（15A）
（15AはTU接続可）

147

40
2

28
2

22
2

15
7

14
3

106
55

10
3

ふろ戻りR1/2

ふろ往きR1/2

539

240

63
8

給湯 
R3/4（20A）
又は 
R1/2（15A）
給水 
R3/4（20A）
又は 
R1/2（15A）

520

174
117
84

ガス
12A・13A：
R3/4（20A） 
LPG：
R1/2（15A）
（15AはTU接続可）

40
2

28
2

22
2

15
7

14
3

10
3

ふろ戻りR1/2
ふろ往きR1/2

配管カバーH67K-450-S
据置台D65-450-S
据置用架台KD-12H-S
排気カバーC120
側方排気カバーS42
防振壁掛金具BK-1

¥13,200（税抜価格）
¥19,800（税抜価格）

¥15,000（税抜価格）
¥11,000（税抜価格）

0708168
0708357
0708362
0708350
0708351
0703764

その他別売部材

その他別売部材
配管カバーH67K-450-S
据置台D65-450-S
据置用架台KD-12H-S
排気カバーC120
側方排気カバーS42
防振壁掛金具BK-1

¥13,200（税抜価格）
¥19,800（税抜価格）

¥15,000（税抜価格）
¥11,000（税抜価格）

0708168
0708357
0708362
0708350
0708351
0703764

PRO-TECメカ 〈水量サーボ〉

PRO-TECメカ 〈水量サーボ〉

設置フリー形 戸建住宅向け
〈1～3階浴室対応〉

12A・13Aのみ

BLGH031621-B

★1 RC-G001系リモコン選定時
★2 RCS接続基板ユニットが必要です。

●追加リモコン

サブリモコン RC-8001A〈非防水形〉 
¥11,400（税抜価格） 

浴室サブリモコンRC-8001B〈防水形〉
￥14,600（税抜価格）

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉
￥13,500（税抜価格）

音声
ガイド

※サブリモコンのみでは使用できません。

0702965

0702956

0703171

＜リモコンコード＞
浴室リモコン・浴室サブリモコン

台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードS（2心） 8A 0700075 ￥2,200（税抜価格）

リモコンコードM（2心） 8A 0700166 ￥2,200（税抜価格）

記載以外の入れ替えリモコンは をご覧ください。P .29

RC-J101Eマルチセット 
¥33,000（税抜価格）
0708134

●オプションリモコン

※見まもり機能は対応しません。

3年
保証

シンプル
（オート）

ガスふろ給湯器

リモコン

写真は24号給湯タイプです。

★1 ★2 低
NOx

設計上の
標準使用期間１０年

音声
ガイド

音声
ガイド

●高機能標準リモコン ●無線LAN対応リモコン

エネ
ルック

エネ
ルック

台所リモコン 台所リモコン

浴室リモコン 浴室リモコン

RC-G001Eマルチセット 
¥41,800（税抜価格）
0708395
※インターホン付もあります。

RC-G001EWマルチセット 
¥46,800（税抜価格）
0709173
※インターホン付もあります。

【定価】\387,200
GT-C2062SAWX BL+RC-J101E

安心の安心の

リモコン付 リモコン付

OFFOFF66%66%
＋ ＋

OFFOFF66%66%

20号

14

￥130,000￥130,000

標準施工費￥30,000標準施工費￥30,000７年保証付き７年保証付き

＊写真はすべてイメージです＊写真はすべてイメージです ＊価格はすべて税込、工事費別途となります＊価格はすべて税込、工事費別途となります

￥130,000￥130,000

【定価】\584,100

GTH-C2459SAWD+RC-J112E
BDV-4105WKNS/DH3-1( 施工セット）

多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器多機能給湯器 お　 なセットお　 なセット得得

暖房 換気 涼風 乾燥
自動乾燥 エコ換気

＋

浴室暖房乾燥機浴室暖房乾燥機

リモコン付

OFFOFF66%66%

￥198,000￥198,000

15

16

もできる！もできる！

寒い季節の寒い季節の
ヒートショック対策ヒートショック対策

ビルトインコンロビルトインコンロ

OFFOFF56%56%トーストモード 焼き魚モード

あたためモード タイマー機能

ココットプレートでグリル料理を楽しめる！ココットプレートでグリル料理を楽しめる！
スイッチひとつで自動調理スイッチひとつで自動調理

【定価】\180,400

RS31W27U12DGVW
標準幅 60 ㎝タイプ / ラインシルバー

OFFOFF59%59%
従来より
約4cm
UP

従来品からグリルの従来品からグリルの
引き出し幅が約４㎝UP引き出し幅が約４㎝UP

調理物の取り出しも調理物の取り出しも
よりスムーズに！よりスムーズに！

と取り出して
フラット焼き網だから

サッサッ
手軽に洗えちゃう！

N3WQ6RWASKSI
標準幅 60 ㎝タイプ / シルバーミラー

仕上がりふっくら仕上がりふっくら

￥120,120￥120,120

【定価】\168,300

￥79,200￥79,200

￥68,200￥68,200

12

13

レンジフードレンジフード

￥67,980￥67,980
17
TLR-3S-AP601SV
ノンフィルター・幅 60 ㎝

【定価】￥113,300

清掃性UP清掃性 UP

￥67,980￥67,980
18
ノンフィルター・幅 75 ㎝
ガスコンロ連動なし
NFG7S13MSI(L/R)

【定価】￥121,000

オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装オイルガード塗装

OFFOFF44%44%

OFFOFF40%40%
プッシュボタンを押すだけプッシュボタンを押すだけ
ワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファンワンタッチ着脱ファン

オイルガード塗装

油

一般塗装一般塗装 オイルガード塗装

油を水滴状に弾く塗装だから油を水滴状に弾く塗装だから
お手入れしやすい！お手入れしやすい！


