
福山市南手城町二丁目26番1号
https://www.fukuyama-gas.co.jp/
リフォームグループ

オール電化・プロパンガスをご利用されている方もお気軽にお問い合わせください！

F U K U YA M A  G A S

084-931-3133（直通）
福山ガス 検索

ガスと電気の料理実演ガスと電気の料理実演

所要時間：40分程度

お申込み：福山ガス㈱営業推進グループ
TEL 084-931-3116（直通）

最新のガスコンロ「Siセンサーコンロ」と電磁調理器（IH）を使って、
同じメニューを実際に調理します。使い勝手や美味しさを実際に“体感”してください。

●受付／月～金曜日  8時30分～17時

営業日の10時～17時までの間で随時開催（ご予約の際に日時を相談させていただきます。）

●営業時間／9時30分～18時　●定休日／日・祝日・お盆・年末年始

開催場所：ショールーム 福山ガスプラザ 
福山市御門町2-9-22

予約制 参加費
無料

比べて納得！比べて納得！
ガスガスガスガス VSVSVSVS 電気電気電気電気

みなさんの疑問にお答えします。当社ショールームで実際に使い比べてみませんか？

至福山駅

至鞆

福山東警察署
国道2号線

ポートプラザ

ファミリー
マート ローソン

セブン
イレブン

東川
耳鼻科 中国新聞

福山文化会館
中国新聞
福山文化会館

ばら公園ばら公園

緑町公園緑町公園料理実演を体感していただいた方にはクオカード1,000円分をプレゼント！

暮らしふくらむエネルギー

お住まいを訪問し、プラン作成
の為の調査を行います。

作成プランにご納得いただけ
たら契約成立となります。

リフォーム
の流れ

毎日使うものだから快適
性を重視した水まわりの
最適プランを福山ガスが
ご提案します。

カタログやメーカーショールーム
で商品を見ていただき、プラン
ニングを行います。

安全第一、マナーと気配りを大切
に、責任を持って施工します。

プランをご提示しますので
ご検討ください。

完成検査終了後、使用説明を
行いお引渡しとなります。

あったか
リフォーム 水まわりのリフォームを

ご検討されている方、
お客さまにあった商品をご紹介します！

ガス
水まわり
&

その手が

と

水 ま わ り は 生 ま れ 変 わ れ る

ご相談1 現地調査2 プランニング3

完成7施工6ご契約5お見積り4

まずはお電話ください。
お困りごとやご要望をお伺い
します。



1回の洗浄水量

×221
杯分節水

1年間で

浴槽 240L

足先の冷えを
解消したい

寒い冬でも快適にしたい 家内を安心・快適に
移動したい 洗面台で

シャワーが使えます。
さらにカチッと節湯に。

洗浄水量がすごく節水に
なっています。
お掃除の手間も減り快適に。

トイレのすみずみまで
工夫がいっぱい。

ヒートショックを
予防したい

入った瞬間から
暖かく心地よく

うずのチカラで
排水口をきれいに

スイッチひとつで
自動的に浴槽洗浄 断熱構造でずっとあったか

お掃除を簡単にしたい

効率よく家事がしたい

調理台の上もすっきり
整理したい

工事期間
約3日

工事期間
約5日

工事期間
約1日

工事期間
約1日

コンロ・レンジフードの入れ替えから
対面式やアイランド型にも！

しっかりあたたまれる快適なお風呂に！
●システムバス	 ●高効率給湯器エコジョーズ	 ●浴室暖房乾燥機	 ●ミストサウナ	 ●手すりの設置
●段差解消	 ●浴室テレビ	 ●ジェットバス	 ●節水シャワー	 ●床・タイル張り替え

手すり
歩行時には体の支えとなり、
立ち座りの手助けとなる手すりは、
事故を未然に防いでくれるでしょう。

環境にやさしく経済的

約70％
節水

暖房、ミストサウナ、乾燥、換気、涼風
などの機能で快適。
パワーは電気式の2.3倍以上のパワフル
な暖房で浴室をすばやく暖めます。
雨の日や夜に洗濯物などの衣類乾燥にも
利用できます。

便器のフチをなくした滑らかな形状。
力をくわえることなく汚れも
サッとひとふきできます。
暖房便座で冬でもあったか。

ムダな
エネルギーを
防ぎたい

エコ水栓
水だけ使うつもりでも、
気づかないうちに出ていたお湯。
「カチッ」というクリック感を設け、
お湯のムダ使いを防げます。

「もっとお手入れをラクに！」の
思いを込めた、きめ細かな工夫。
お掃除が面倒だったフィルタが
なくなりました。

時間の節約、清潔すっきり。
少量のお湯や水を上手に循環させて
洗うので節水になり、手荒れの悩みも
解決してくれる強い味方です。

スライド収納
使いやすいたっぷり収納。
いつも使う調味料は手元からサッと
取り出せ、使用頻度の低いものは
足元にストック。調理中の動作を
スムーズに、使い勝手のよい収納です。

料理を楽しく快適にしたい

すべてのバーナーに安全センサー搭載。ガスの直火で調理するから美味しさ抜群。
ガラストップはお手入れ簡単できれいです。グリルで本格料理に挑戦、スマホアプリなど
の調理サポート機能により、便利においしくお料理を楽しめます。

主な取り扱いメーカー

洗面室

バス

リビング

B A T H  R O O M

L I V I N G  R O O M

K I T C H E N

W A S H  R O O M

うず流

浴槽からの排水 ヘアキャッチャー

排水トラップ

排水

大4.8L		小3.6L
TOTOピュアレスト	EX、QR他

■使用状態の設定（4人家族を想定）
　年間使用日数	 365日
　大1回／日・人	 小3回／日・人

ガス代を
節約したい

スリムでエコなガス給湯器。
従来型と比べガス使用量が
約11％削減。
瞬間式で無駄なく沸かし、
お湯切れの心配のない
快適給湯を提供します。

5時間で
温度低下は
2.5℃以内 !

キッチン

トイレ
T O I L E T

●システムキッチン　●スライド収納　●Si センサーコンロ　●浄水器　●レンジフード　●食器洗い乾燥機　●節水水栓

スイッチ 
［ポン］で
自動湯はり

従来品 13L（TOTO C720R）
※従来品：1987〜2001年商品

&ガス 水まわり リフォームその手が あったかと

身長にあった
キッチンにしたい

調理台の高さ
高さが合わなければ「腰痛」の
原因になります。調理台の高さは
身長に合わせて最適なサイズを
選択いただけます。

使いやすい天板の高さの目安 天板の高さ＝身長÷2＋5cm

低すぎると
無理な姿勢で腰に

負担がかかる。

高すぎると
包丁を使うときなど

作業がしにくい。

身長150cm

80cm

身長160cm

85cm

身長170cm

90cm

●レンジフード
●Si センサーコンロ

●食器洗い乾燥機

温水で温めるから、まるで陽
だまりのようなあったかさ。
家族も自然と集まります。
風を起こさないで暖めるので、
床のチリやホコリを舞い上げず
花粉・ハウスダストでお悩みの
方にも安心です。

●床暖房
スイッチONからわずか5秒で温風が発生。
パワフル暖房でお部屋全体をあっという間に
暖めます。
面倒な燃料補給の手間はかかりません。

●ガスファンヒーター

●浴室暖房乾燥機
●高効率給湯器
エコジョーズ
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