
プロパンガス、灯油、家電、ボイラー、リフォームのことなら「板垣燃料店」
フリーダイヤル0120-24-5242〒031-0003　青森県八戸市吹上 5丁目 4-98

TEL  0178-24-5241　FAX  0178-24-5245
http://itanen.com/板垣燃料店有限

会社
【受付時間】 8:30～17:30 
※土、日、祝日も受付いたします

FF式ストーブ

FFR-703SX A（SB）

本日の灯油使用量、
シーズン積算量を
表示できます。

216,700 円（税込）を

木造18畳

127,600円（税込）

5台限定
5台限定

反射式ストーブ
RSV-230（B）
オープン価格を

木造6畳

9,900円（税込）
ファンヒーター
FH-ST3622BY（W）
オープン価格を

23,100円（税込）
反射式ストーブ
ダブルクリーン
HRC-W36M（B）
オープン価格を

木造10畳

19,800円（税込）

FF-IR6821（W・TG）

遠赤外線暖房機の
新スタンダード
モデル

221,100 円（税込）を

木造18畳

129,800円（税込）

5台限定
5台限定

141,900円（税込）

残り
3台！
残り
3台！

ファンヒーター
LC-33M（W）

灯油節約運転の付いた
お買い得品！

火力調整幅が広くて省エネ
においを抑えた
ダブルクリーン燃焼

一家に一台
必需品です！

反射式ストーブ
電池レス
RS-G30M（M）
33,880 円（税込）を

木造8畳

グルっとまわしてパッと点火！
乾電池も、ライターも不要

信頼のロングセラーシングル燃焼ワイドタイプ

FFR-7022KF B（W）
229,900 円（税込）を

121,000円（税込）
操作が簡単手軽で
使いやすい

 オープン価格を

木造9畳

16,500円（税込）

10台限定
10台限定

10台限定
10台限定

5台限定
5台限定 5台限定

5台限定

5台限定
5台限定

FF式床暖ストーブ

UFH-703SX A
セット価格362,450円（税込）を

木造18畳

220,000円（税込）

5セット限定
5セット限定

5セット限定
5セット限定

3畳パネル
着脱継手
不凍液のセット

3畳パネル
着脱継手
不凍液のセット

木造10畳

ファンヒーター
ファンヒーター

FH-ST4622BY（W）
オープン価格を

27,500円（税込）
通常点火がさらに
短くなりました

木造12畳

木造17畳

FF式ストーブ
FFR-5511BL A1
178,200円（税込）を

96,800円（税込）
赤熱輻射＋微温風
コンパクトタイプ

木造14畳

木造11畳

木造11畳 FF式ストーブ
信頼のロングセラー

木造18畳

FFR-G5640SX A1
182,600 円（税込）を

99,000円（税込）

遠赤外線たっぷりで
あったか

木造15畳

ファンヒーター

FH-M2522Y
（W・R）
オープン価格を

19,800円（税込）

業界トップクラスの
コンパクト設計

木造7畳

FF-SG4221M（W・TG）
149,600 円（税込）を

89,100円（税込）
薄型＆コンパクト
スタイル

反射式ストーブ

RS-S29M（W）
オープン価格を

木造8畳

15,400円（税込）

反射式ストーブ

RS-W290（M）
オープン価格を

木造8畳

12,100円（税込）
対流型ストーブ

KS-67H（W）
31,640 円（税込）を

21,450円（税込）
ムダな暖房・消し忘れ
防止の人感センサー搭載

木造14畳ファンヒーター
LC-S53M（W）
オープン価格を

29,700円（税込）
パワフルに暖房する
大能力タイプ

木造15畳ファンヒーター
FH-ST5722BY（W）
オープン価格を

31,350円（税込）

温風コンパクトタイプ

木造14畳

FF式ストーブ

FF-5211TL A1
174,900 円（税込）を

89,100円（税込）
木造17畳FF式床暖ストーブ

UFH-6422UKF B（W）
セット価格382,250 円（税込）を

204,050円（税込）

18,700円（税込）
LC-SHB40L
（RD・WT）
53,350円（税込）を

石油ファンヒーター＋
電気セラミックヒーターの暖房機

31,900円（税込）

※ FF 暖房機・ビルトインコンロ等の取付に伴う工事費は別途承ります。

期間中、ご来場者様限定で５万円以上お買い上げの方に、
市内有名洋菓子店様より豪華ご成約記念品プレゼント！！

〒031-0813
八戸市大字新井田
小久保尻 16-31
TEL：0178-33-4402

Patisserie ému
（パティスリー エミュー） パティスリーユイット パティスリーヤスヒロ Soleil

（おかしなおかしや ソレイユ）

〒031-0073
八戸市売市２丁目 12-42-1
TEL：0178-20-8784

〒031-0011
八戸市田向 1丁目 10-1
TEL：0178-32-7898

〒039-166
八戸市根城 7丁目 1-26
TEL：0178-51-6618

ゼータスイング ゼータスイング

FF式ストーブ

FF-AG6820H（W）

身体にやさしく
吸収されやすい
遠赤外線で
しんから温まります

246,440 円（税込）を

木造18畳

FF式ストーブ

ミニ

FF式ストーブ

ハイブリッド

FF式ストーブ

お客様各位

平素は格別のご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
今年も新型コロナウイルスの感染拡大防止対策といたし
まして、密を避けるため、例年の様な３日間限定で展示
会場へご来場いただく形での感謝祭ではなく、チラシで
のセールとなりました。チラシ掲載品以外にも多数のご
用意がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※尚、セール期間中、本社展示会場にて、商品の展示をし
ております。ご来場希望の方は、安心してご来場いただ
きますために、事前にご来場予約をお願い申し上げます。

RS-W290（M）

9/24（土）▲

10/31（月）
（有）板垣燃料店

令和４年

大感謝セール大感謝セール大感謝セール
秋の

お買い得品満載！この機会をお見逃しなく！
本社展示会場　〒031-0003 八戸市吹上 5-4-98　☎0178-24-5241



プロパンガス、灯油、家電、ボイラー、リフォームのことなら「板垣燃料店」
フリーダイヤル0120-24-5242〒031-0003　青森県八戸市吹上 5丁目 4-98

TEL  0178-24-5241　FAX  0178-24-5245
http://itanen.com/板垣燃料店有限

会社
【受付時間】 8:30～17:30 
※土、日、祝日も受付いたします

デリシアキャンペーン2022
応募期間／2022年12月31日（土）まで

レンジフード
＋コンロが安い

お得な
下記一例です

お得な下記一例です

オートグリルオートグリル
RHS71W30E12RCSTW
353,430 円（税込）を

３V乾電池タイプ

182,600円（税込）
PA-A64WCK-L
98,010 円（税込）を

ハイパーガラスコートトップで
お手入れ簡単コンロ

※ FF 暖房機・ビルトインコンロ等の取付に伴う工事費は別途承ります。

ラクック
グラン
プレゼント

水無し両面焼き
RS31W36P41RVW
158,290 円（税込）を

Wワイド火力や便利機能を搭載

77,000円（税込）

オートグリル

オートグリル

オートグリル
RHS71W32L22RSTW 
254,100 円（税込）を

キッチンを自分らしく彩る
シンプル&スマートなガスコンロ

121,000円（税込）

水無し両面焼き
PD-509WS-60
（CV・CK）
155,980 円（税込）を

ハイパーガラス
コート天板のお買い得品

67,100円（税込）

ラクック
グラン
プレゼント

ココットプレート付属

グリルディッシュプレゼント

PD-862WS-U75GP
251,790 円（税込）を

清潔・簡単・安心
しかもお求めやすいコンロ

126,500円（税込）

RS31W25P
176,770 円（税込）を

カラーで選べるガスコンロ

86,900円（税込）

ココットプレート付属

グリルディッシュプレゼント

ココットプレート付属

グリルディッシュプレゼント

水無し両面焼き
RT66WH1RG-BA
87,560 円（税込）を

コンロのお手入れ性アップ

40,700円（税込）

ココットプレート付属

水無し両面焼き
RS21W28P12TV
165,220 円（税込）を

いつも安心して料理ができる
機能にこだわりました

93,500円（税込）
水無し片面焼き

水無し片面焼き 水無し片面焼き

RS31M5H2SBW
82,940 円（税込）を

フラットなトッププレートで、
清掃性を向上

44,000円（税込）
水無し片面焼き
RT64JH
（7S2・6S2）
51,810 円（税込）を

シンプル機能のお買い得品

23,100円（税込）

PD-732WS-75CV
182,490 円（税込）を

VMA-605AD
61,050 円（税込）を

キッチンの華になる
きらめき大人コンロ

81,400円（税込）

ラクックグラン
プレゼントブリリオ

PA-370WA・WHA
78,320 円（税込）を

魚焼きにオートメニュー
機能を追加

40,700円（税込）
PA-S45BMA
58,740 円（税込）を

コトコト煮込みを
サポート

30,800円（税込）
PA-S45（B・H）
51,810 円（税込）を

シンプル機能の
お買い得品

23,100円（税込）

PH-5BV

ガス湯沸器

44,770 円（税込）を

29,700円（税込）

水無し両面焼き オートグリル水無し両面焼き
PD-200WS-60CV
147,840 円（税込）を

お客様の声から生まれた
2口ビルトインコンロ

69,300円（税込）

160,600円（税込）

169,400円（税込） 159,500円（税込）

770円 / 月×６０回（税込） 2200円 / 月×６０回（税込）

リフォームおまかせ下さい！

お気軽にご連絡ください。

ショールームで実際に
みて、ふれてください。

×
タカラスタンダード　レンジフード

RBH-W414K 96,470 円（税込）
浴室暖房乾燥機（浴室内壁掛）

RH-61W（A）

RDT-54S-SV

115,280 円（税込）
ガス暖房専用熱源機（屋外壁掛）

RT66WH1RG-BA
87,560 円（税込）を

ガステーブル
RHS71W32L22RSTW

254,100 円（税込）を

ビルトインコンロ
PD-509WS-60CV

155,980 円（税込）を

パロマ　ビルトインコンロ
＋

取り付け、
廃棄処分料
込みで

安心リースプラン （感謝セール期間中にご契約のリース金額です。）

最新機種が月々少額のリース料でお求めになれます。
音声おしらせ機能搭載。

感謝セール期間中、大特価！！
お気軽にお問い合わせください！！
感謝セール期間中、大特価！！
お気軽にお問い合わせください！！

取付工事、取付部材費込みの大特価！！取付工事、取付部材費込みの大特価！！

衣類を干すという
家事がなくなりました。
1週間ほどレンタルできます。
ガス衣類乾燥機を実際に体感
してみてください‼

全部まとめて！！取付工事、
オプション品込みの大特価！！

ガス衣類
乾燥機

まずは東北電力の検針票を基に、どのぐらい料金が
安くできるか無料で確認できます。

（税込）

リッセ

マイトーン

セイフル メタル
ラクシエファイン

フェイシス

ラクックグラン
プレゼント

シスト

エブリシェフ

PA-370WHA-L
78,320 円（税込）を

魚焼きにオートメニュー
機能を追加
オートグリル

エブリシェフ

天日干し 全自動
洗濯乾燥機

乾太くん

センス

“かならずもらえる”
　　　　  のこだわり

食材セット。

デリシアご購入で

展示品
1台限り！！

展示品
1台限り！！ 44,000円（税込）37,400円（税込）

取
付
料
込

エスシリーズ


