
㋱327,800円  
本体価格 163,900円　標準工事費 55,000円  
不凍液交換費 19,800円
ラクラクリモコン 7,425円　
排気筒セット 3,300円のところ

㋱327,800円  
本体価格 163,900円　標準工事費 55,000円  
不凍液交換費 19,800円
ラクラクリモコン 7,425円　
排気筒セット 3,300円のところ

㋱301,400円  
本体価格 150,700円　標準工事費 50,160円  
薄型給排気トップセット 13,200円
排気筒セット 3,300円  不凍液交換費16,940円

㋱301,400円  
本体価格 150,700円　標準工事費 50,160円  
薄型給排気トップセット 13,200円
排気筒セット 3,300円  不凍液交換費16,940円

㋱337,700円  本体価格 168,630円
専用リモコンRC-7111M 7,260円　
専用トップセット 25,410円  標準工事費 55,000円  
排気筒セット 3,300円  不凍液交換費16,500円

㋱337,700円  本体価格 168,630円
専用リモコンRC-7111M 7,260円　
専用トップセット 25,410円  標準工事費 55,000円  
排気筒セット 3,300円  不凍液交換費16,500円㋱227,700円  

本体価格 102,300円
標準工事費 39,600円  

㋱227,700円  
本体価格 102,300円
標準工事費 39,600円  

㋱182,600円  
本体価格 82,170円 
標準工事費 40,700円  

㋱182,600円  
本体価格 82,170円 
標準工事費 40,700円  

㋱332,860円  
本体価格 150,150円 
標準工事費 41,250円  

㋱332,860円  
本体価格 150,150円 
標準工事費 41,250円  

㋱221,100円  本体価格 95,700円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 36,300円  

㋱221,100円  本体価格 95,700円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 36,300円  

㋱254,100円  本体価格 102,300円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 36,300円  

㋱254,100円  本体価格 102,300円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 36,300円  

※標準工事費とは同位置・同型機種からの交換の場合で、処分費を含みます。㋱はメーカー希望小売価格、割引率は本体価格のものです。エコフィール給湯機、暖房機はお問い合わせください。
ボイラー交換時の配管部に安心の10年保証が付きます。（経年劣化の部品は有償となります。） 小額の金額でメーカー保証の延長が出来ます。

㋱313,500円  本体価格 140,800円
薄型給排気トップセット 13,200円 
標準工事費 40,700円  

㋱313,500円  本体価格 140,800円
薄型給排気トップセット 13,200円 
標準工事費 40,700円  

㋱214,500円  
本体価格 96,800円
標準工事費 45,100円  

㋱214,500円  
本体価格 96,800円
標準工事費 45,100円  

㋱242,000円  
本体価格 108,900円
標準工事費 45,100円  

㋱242,000円  
本体価格 108,900円
標準工事費 45,100円  

㋱346,500円  本体価格 156,200円
薄型給排気トップセット 13,200円 
標準工事費 40,700円  

㋱346,500円  本体価格 156,200円
薄型給排気トップセット 13,200円 
標準工事費 40,700円  

㋱261,800円  
本体価格 115,500円 
標準工事費 36,300円  

㋱261,800円  
本体価格 115,500円 
標準工事費 36,300円  

㋱262,900円  
本体価格 115,500円 
標準工事費 36,300円  

㋱262,900円  
本体価格 115,500円 
標準工事費 36,300円  

㋱313,500円  本体価格 125,400円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 41,800円  

㋱313,500円  本体価格 125,400円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 41,800円  

㋱335,500円  本体価格 134,200円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 41,800円  

㋱335,500円  本体価格 134,200円
薄型給排気トップ 13,200円 
標準工事費 41,800円  

※減圧弁交換別途5,500円かかります※減圧弁交換別途5,500円かかります

※減圧弁交換別途5,500円かかります※減圧弁交換別途5,500円かかります

㋱333,960円  
本体価格 147,400円 
標準工事費 41,800円  

㋱333,960円  
本体価格 147,400円 
標準工事費 41,800円  

㋱349,800円  
本体価格 147,400円 
標準工事費 41,800円  

㋱349,800円  
本体価格 147,400円 
標準工事費 41,800円  

㋱353,760円  
本体価格 158,950円 
標準工事費 41,250円  

㋱353,760円  
本体価格 158,950円 
標準工事費 41,250円  

㋱260,700円  
本体価格 117,700円
標準工事費 39,600円  

㋱260,700円  
本体価格 117,700円
標準工事費 39,600円  

㋱337,700円  本体価格 168,630円
専用リモコンRC-7111M 7,260円　
専用トップセット 25,410円  
標準工事費 61,380円  排気筒セット 3,300円  
不凍液交換費16,500円
密閉プラグ 7,700円～13,530円
密閉膨張タンク 15,400円～16,500円

㋱337,700円  本体価格 168,630円
専用リモコンRC-7111M 7,260円　
専用トップセット 25,410円  
標準工事費 61,380円  排気筒セット 3,300円  
不凍液交換費16,500円
密閉プラグ 7,700円～13,530円
密閉膨張タンク 15,400円～16,500円

㋱301,400円  
本体価格 150,700円　標準工事費 55,000円  
薄型給排気トップセット 13,200円
排気筒セット 3,300円  
不凍液交換費16,500円
密閉タンク 15,400円
密閉プラグ 7,700円～15,510円

㋱301,400円  
本体価格 150,700円　標準工事費 55,000円  
薄型給排気トップセット 13,200円
排気筒セット 3,300円  
不凍液交換費16,500円
密閉タンク 15,400円
密閉プラグ 7,700円～15,510円

密閉方式
EDB-1212RGF
密閉方式
EDB-1212RGF
㋱327,800円  本体価格163,900円　
標準工事費 60,500円  不凍液交換費19,800円
ラクラクリモコン 7,425円  排気筒セット 3,300円
密閉プラグ 15,400円
密閉膨張タンク15,400円～16,500円のところ

㋱327,800円  本体価格163,900円　
標準工事費 60,500円  不凍液交換費19,800円
ラクラクリモコン 7,425円  排気筒セット 3,300円
密閉プラグ 15,400円
密閉膨張タンク15,400円～16,500円のところ

（税込）122,870円

（税込）141,000円

（税込）191,400円 （税込）194,700円

（税込）210,100円（税込）200,200円

（税込）145,200円

（税込）151,800円 （税込）189,200円 （税込）189,200円

（税込）151,800円 （税込）151,800円
（税込）180,400円

（税込）189,200円

CHOFUのエコフィール暖房機
半密閉方式
EDB-1212RGF

CHOFUのエコフィール暖房機
半密閉方式
EDB-1212RGF

47 迅速対応、自社施工いたします！

札幌市中央区南25条西11丁目1-33札幌ボイラー販売株式会社 011-562-7433　FAX.594-4550
藤 野 支 店 札幌市南区藤野3条6丁目9番12号　 011-594-4555
札幌市水道工事責任技術者、配管技工者、燃焼機器管理者免状

60％引石油給湯機・暖房機

壊れる前に取替えませんか？
激安

㋱より
50％OFF
大特価

㋱より
50％OFF
大特価

㋱より
50％OFF
大特価

㋱より
50％OFF
大特価

㋱より
50％OFF
大特価

㋱より

50％OFF
大特価

㋱より
55％引きの
大特価

㋱より

54.8％引き
の

大特価

㋱より
55％引きの
大特価

㋱より
55％引きの
大特価

㋱より

54.8％引き
の

大特価

㋱より
55％引きの
大特価 ㋱より

54.8％引き
の

大特価

㋱より
55％引きの
大特価㋱より

54.9％引き
の

大特価

㋱より
55％引きの
大特価

㋱より

56.7％引き
の

大特価

㋱より

59.7％引き
の

大特価

㋱より

55.8％引き
の

大特価
㋱より

56％引きの
大特価

㋱より
60％引きの
大特価

㋱より

56.8％引き
の

大特価

㋱より
57％引きの
大特価

㋱より

55.8％引き
の

大特価

㋱より

57.8％引き
の

大特価

エコフィール大人気！

㋱173,800円  
本体価格 78,100円 
トップセット 13,200円
標準工事費 45,100円  

㋱173,800円  
本体価格 78,100円 
トップセット 13,200円
標準工事費 45,100円  

OX-407FFOX-407FF
㋱190,300円  
本体価格 84,700円 
トップセット 13,200円
標準工事費 45,100円  

㋱190,300円  
本体価格 84,700円 
トップセット 13,200円
標準工事費 45,100円  

㋱213,400円  
本体価格 96,000円 
標準工事費 45,000円  

㋱213,400円  
本体価格 96,000円 
標準工事費 45,000円  

㋱より
55％引きの
大特価

㋱より

55.4％引き
の

大特価

セミ貯湯床置、追い焚きFF式
UKB-NX370R（FF）
セミ貯湯床置、追い焚きFF式
UKB-NX370R（FF）

※表示価格は税込価格です。

㋱260,700円  
本体価格 116,600円 
標準工事費 47,300円

㋱260,700円  
本体価格 116,600円 
標準工事費 47,300円

UKB-NX460R(FF)UKB-NX460R(FF)
㋱277,200円  
本体価格 124,300円 
標準工事費 47,300円  

㋱277,200円  
本体価格 124,300円 
標準工事費 47,300円  

㋱より
55％引きの
大特価

工事10年保証 製品3年保証

（税込）136,400円 （税込）141,900円
（税込）276,100円

（税込）248,600円

（税込）234,300円

（税込）157,300円 （税込）　      305,800円～

（税込）　　　284,900円～（税込）　　　261,800円～

（税込）143,000円

（税込）163,900円
（税込）141,900円

（税込）154,000円（税込）171,600円

50～

密閉式
UHB-EG120
密閉式
UHB-EG120
㋱330,000円　本体価格 165,000円　
トップセット 12,100円　標準工事費 55,000円  
シンプルリモコン 11,000円　
不凍液交換費 19,800円　排気筒セット 3,300円
密閉プラグ 17,600円
密閉膨張タンク 15,400円～16,500円　

㋱330,000円　本体価格 165,000円　
トップセット 12,100円　標準工事費 55,000円  
シンプルリモコン 11,000円　
不凍液交換費 19,800円　排気筒セット 3,300円
密閉プラグ 17,600円
密閉膨張タンク 15,400円～16,500円　

CHOFUのエコフィール暖房機
半密閉式
UHB-EG120（FF）

CHOFUのエコフィール暖房機
半密閉式
UHB-EG120（FF）

㋱より
50％OFF
大特価

㋱より

50％OFF
大特価

（税込）266,200円

（税込）　　　304,700円～

㋱330,000円　本体価格 165,000円　
トップセット 12,100円　標準工事費 55,000円  
シンプルリモコン 11,000円　
不凍液交換費 19,800円　排気筒セット 3,300円

㋱330,000円　本体価格 165,000円　
トップセット 12,100円　標準工事費 55,000円  
シンプルリモコン 11,000円　
不凍液交換費 19,800円　排気筒セット 3,300円

暖房ボイラー　　 5,000円割引

賞味期限が
切れてませんか？

灯油使用量が
増えてませんか？

・・・・

ボイラー出湯能力は、約3万kcalと4万kcalの2種類があり、価格差も約8千円くらいからです。

直圧給湯機で
10年～15年

セミ貯湯床置式で
12年～18年

石油暖房機で
10年～15年

セミ貯湯FF式給湯専用
OX-307FF
セミ貯湯FF式給湯専用
OX-307FF

セミ貯湯FF式給湯専用
IB-3865F
セミ貯湯FF式給湯専用
IB-3865F

セミ貯湯床置追い焚きFF式
UIB NX46R（FF）
セミ貯湯床置追い焚きFF式
UIB NX46R（FF）

直圧式床置FF式給湯専用
IB-3964DF
直圧式床置FF式給湯専用
IB-3964DF

（旧 田中住宅機器設備㈱）

㋱342,100円  
本体価格 154,000円 
標準工事費 40,700円  

㋱342,100円  
本体価格 154,000円 
標準工事費 40,700円  

㋱375,100円  
本体価格 168,300円 
標準工事費 40,700円  

㋱375,100円  
本体価格 168,300円 
標準工事費 40,700円  

（税込）194,700円

（税込）209,000円

㋱より

54.9％引き
の

大特価

㋱より
55％引きの
大特価

直圧床置、追い焚きFF式
UKB-SA381B（FFK）
直圧床置、追い焚きFF式
UKB-SA381B（FFK）

UKB-SA471B（FFK）UKB-SA471B（FFK）

㋱377,300円  本体価格 162,800円
薄型給排気トップ 13,200円
高性能リモコン 25,300円
標準工事費 41,800円  

㋱377,300円  本体価格 162,800円
薄型給排気トップ 13,200円
高性能リモコン 25,300円
標準工事費 41,800円  

㋱410,300円  本体価格 176,000円
薄型給排気トップ 13,200円
高性能リモコン 25,300円
標準工事費 41,800円  

㋱410,300円  本体価格 176,000円
薄型給排気トップ 13,200円
高性能リモコン 25,300円
標準工事費 41,800円  

（税込）243,100円

（税込）256,300円

壁掛式給湯、追い焚き式
OTQ-G4706SAWFF
壁掛式給湯、追い焚き式
OTQ-G4706SAWFF

壁掛式給湯、追い焚き式
OTQ-G3706WFF-RC
壁掛式給湯、追い焚き式
OTQ-G3706WFF-RC

OTQ-G4706AWFFOTQ-G4706AWFFOTQ-G4706WFF-RCOTQ-G4706WFF-RC

新型小型化

ラクラクリモコン付

新型

戸建の方限定！ 期間：8月末までさらに


