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高さ180×纏592×奥行461mm

希執」、苑価格44，800円（税豹

煮込み・揚げものもラクラク！
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鐘韓国図画
圃021
PA－S71HP－R／L

高さ180×幅560×興行447mm

猫小売呼41，800円（搬）
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コンロ30分消火あんしんモード

・コン円が30分でしっかり止まる

¢ボタンを騙すだけの簡単議定

ボタンをひと押しするだけで

通常消し忘れ消火120分の

ところ30分で自動消火。つい

うっかりの消し忘れもフォ

ローします。

毎日使いやすい！
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園田0日∴∴∴∴十日、／、／〈
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醐592×具行50Om亨を敵華嘉
希望小売価格64，800円（税軸、

国06i　高さ87×縄560×興行㈱mm

PA－29B　　希望小売価格30，800円（説経）
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ツインシールドトップ
コンロ部分が2重のパッキンで、さらに

煮こぼれの浸入をガードする天板です。

すっきりクリーンゴトク
洗いやすく拭きやすい、やさしいフォル
ムのゴトク。ズレにくい3点止めです。

温度諦観機能
鍋底の湿度を感知し、温唐を自動で鵜
節します。

ラeダック対応

ゲノル純理容器。ゲノルを汚さず、おい
しく瀬理ができます。
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シ」ル酔ッブ
コンロ部分が煮こぼれの護人をガード

する受け皿の机、天板です。

コンロeクリル調理タイマー

設定時同で自動消火。30秒前と消火
時には電子音でお知らせします。

炊飯e湯わかし機能
ボタン1つで簡単操作。炊飯・沸騰後
は自動消火します。

あんしんモード
コンロ消し忘れ消火暗闘を約120分彊議義認：
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園田05i

PA－A94WCR－R／し

希望小売価格97，800円俄勅

報国田
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i∴元止式　i音声お知らせ機能付き1 

発雷池の濡毛辞や、安全糞篭が作動した隙、従来のおしらせサインの点灯や嘉男こ加え 

国国亘□　　　〈標押付鳩I‖　－ 

蓑義認三泣叫嘉二 　　　　、、 

オートメニュー機能

魚の形状・焼朝田減を設定すると、自動
で魚を焼き上げます。

発込み・蒜もの機能
火力を自動調整して焦げ付きを抑えな
がらおいしく煮込むことができます。

闇喜競糎手入れがしやすい

国璽
ハイパーガラスコート
進化したトッププレート。ガラスの
美しきに、衝義や儀に耐える強さを
ブラスしました。

●ご注文・お問い合わせはお気軽にこちらまで。

美唄ガス株式会社

美唄市大道東1条南3丁目1番31号

TEL：0126“62－1122
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取り菅えること

ヨソロを買うなら

を、いいっトに。

はき寧～んぷ

籍こ圭築豊錫
“お取り替え’’で、ゆとりあるすてきな暮らしをどうぞ。
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雲薯 �取替えでお悩み解決！諾嵩龍嵩諾脹諾聾器藷にゆとりか。 

露盤溺
＼ 焦げつき消火機能

（全器種搭載）

鍋底が焦げつき始めると自動で

消火。煮ものの調理やカレー、
シチューのあたため直しなど、

こげつきやすい時にも安ltトです。

瑚理串の「うっかりiをフォロー
・憲ものやあただめ喧しも安心

家事
お助け編
お掃除しやすい
フラット形状が三

緯若盛
●

織樽　　フラットトップ
槌　　　バーナーまわりが一体化して

避雷託豊汚れもサッと拭き

e汁受け皿電なくし三体化

凸凹がないから
ゴミが入りごまない！

e掃除しやすく清潔な使い心地

．三・フラットで汚れがたま鞘こくい


