
CS-X227C

税込258,000円
（本体価格238,889円）

CS-X257C

税込278,000円
（本体価格257,407円）

CS-X287C

税込288,000円
（本体価格266,667円）

CS-X367C

税込298,000円
（本体価格275,926円）

CS-X407C2

税込318,000円
（本体価格294,444円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１２畳用 冷暖房おもに１４畳用

冷暖房おもに１８畳用 冷暖房おもに２３畳用冷暖房おもに２０畳用 冷暖房おもに２６畳用 冷暖房おもに２９畳用X
シリーズ

Panasonic エオリア

Panasonic

こんな方に
オススメ！

世界初の「温冷感センサー」搭載なので、ご家族間で体感温度の差を感じている方必見です！「暑い」人にはしっかりと冷房、「ちょうど
いい人」にはやさしく冷房。一人ひとりを快適にしてくれます。また、空気中の菌の水素を抜き取って除菌までしてくれる優れもの！

Panasonic エオリア

CS-227CFR

税込74,800円
（本体価格69,259円）

CS-257CFR

税込89,800円
（本体価格83,148円）

CS-287CFR

税込99,800円
（本体価格92,407円）

CS-407CFR2

税込138,000円
（本体価格127,778円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１４畳用 冷暖房おもに１８畳用

CS-567CFR2

税込178,000円
（本体価格257,407円）

省エネにこだわる方はこちら！さらに、「パナソニックスマート」（別売り品）で外出先から運転の
ON・OFFができます！蒸し暑い部屋に帰る前、冷え切った部屋に帰る前にスマートフォン１つで快適な部
屋に帰れちゃう！さらに、消し忘れの場合も外出先から運転OFF！一度使うと便利さに驚くはずです。

F
シリーズ

CS-X567C2

税込358,000円
（本体価格331,481円）

CS-X637C2

税込380,000円
（本体価格351,852円）

CS-X717C2

税込408,000円
（本体価格377,778円）

CS-X807C2

税込438,000円
（本体価格405,556円）

CS-X907C2

税込458,000円
（本体価格424,074円）

こんな方に
オススメ！

有限会社 アイエス

工事費別途
店舗・オフィス用
エアコンも

お見積り致します



DAIKIN うるさら７

S22UTRXS

税込189,800円
（本体価格175,741円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１２畳用 冷暖房おもに１４畳用

冷暖房おもに１８畳用 冷暖房おもに２３畳用冷暖房おもに２０畳用 冷暖房おもに２６畳用 冷暖房おもに２９畳用

S25UTRXS

税込218,000円
（本体価格201,852円）

S28UTRXS

税込238,000円
（本体価格220,370円）

S36UTRXS

税込248,000円
（本体価格229,630円）

S40UTRXP

税込259,800円
（本体価格240,556円）

S63UTRXSP

税込348,000円
（本体価格322,222円）

S71UTRXSP

税込378,000円
（本体価格350,000円）

S80UTRXSP

税込418,000円
（本体価格387,037円）

S90UTRXSP

税込458,000円
（本体価格424,074円）

S56UTRXP

税込298,000円
（本体価格275,926円）

エアコンの風が苦手な方にぜひおすすめしたい商品！先進の吹き出し構造と大風量で天井に沿って気流を回すから、
お部屋全体が一気に快適に。お部屋の温度ムラが抑えられ、どこにいても心地よい空間を実現します。

DAIKIN タフネス

シンプルで使いやすい。信頼性を高めたベーシックモデル。
外気温４５度、－15度でも運転OK。高い暖房能力と高い冷房能力で、過酷な外気環境でも常に安定した能力を発揮してくれる頼もしい存在。
シンプルで使いやすいので、操作も楽々です！

S22UTES

税込89,800円
（本体価格83,148円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１２畳用 冷暖房おもに１４畳用

S25UTES

税込99,800円
（本体価格92,407円）

S28UTES

税込108,000円
（本体価格100,000円）

S36UTES

税込128,000円
（本体価格118,519円）

S40UTEP

税込138,000円
（本体価格127,778円）

S56UTEP

税込178,000円
（本体価格164,815円）

冷暖房おもに１８畳用

RX
シリーズ

E
シリーズ

こんな方に
オススメ！

こんな方に
オススメ！



SHARP

FX
シリーズ AC-227FX

税込218,000円
（本体価格201,852円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１４畳用

冷暖房おもに１８畳用 冷暖房おもに２０畳用 冷暖房おもに２６畳用冷暖房おもに２３畳用

AC-717FX2

税込358,000円
（本体価格331,481円）

AC-807FX2

税込388,000円
（本体価格359,259円）

AC-637FX2

税込338,000円
（本体価格312,963円）

AC-257FX

税込228,000円
（本体価格211,111円）

AC-287FX

税込258,000円
（本体価格238,889円）

AC-407FX2

税込278,000円
（本体価格257,407円）

AC-567FX2

税込308,000円
（本体価格285,185円）

FS
シリーズ

AC-227FS

税込69,800円
（本体価格64,630円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１４畳用

冷暖房おもに１８畳用

AC-257FS

税込79,800円
（本体価格73,889円）

AC-287FS

税込89,800円
（本体価格83,148円）

AC-407FS2

税込128,000円
（本体価格118,519円）

AC-567FS2

税込168,000円
（本体価格155,556円）

こんな方に
オススメ！

こんな方に
オススメ！

エアコン・お部屋がWでキレイ。独自気流技術にこだわったフラグシップモデル。シャープの「風クリーンシステム」は、ホコリや湿
気、空気の停滞など、カビの発生の要因になる状態を防いでエアコンの中を清潔に。だから、吹き出す風の清潔さが違う！クリーンな
風にこだわりたい方にオススメです。さらに、お手入れも簡単なのもうれしいポイントです！

プラズマクラスターイオンでお部屋の空気をキレイにします。消臭効果もあり。体に直接あたる風を抑えるので、おやすみ時も、冷え
すぎを抑え、快眠をサポートします。別売の家電ワイヤレスアダプターを設置すれば、クラウドとつながり、暮らしをもっと便利に、
より楽しく♪省エネ基準達成のシンプルモデル。低予算で高品質をお求めの方におすすめです。

SHARP



FZ
シリーズ

MSZ-FZ4017S

税込298,000円
（本体価格275,926円）

冷暖房おもに１４畳用 冷暖房おもに２０畳用冷暖房おもに１８畳用 冷暖房おもに２３畳用 冷暖房おもに２６畳用

MSZ-FZ9017S

税込418,000円
（本体価格387,037円）

冷暖房おもに２９畳用

MITSUBISHI 霧ヶ峰

MSZ-FZ5617S

税込318,000円
（本体価格294,444円）

MSZ-FZ6317S

税込348,000円
（本体価格322,222円）

MSZ-FZ7117S

税込368,000円
（本体価格340,741円）

MSZ-FZ8017S

税込398,000円
（本体価格368,519円）

MSZ-GE2217

税込69,800円
（本体価格64,630円）

冷暖房おもに６畳用 冷暖房おもに１０畳用冷暖房おもに８畳用 冷暖房おもに１２畳用 冷暖房おもに１４畳用

MSZ-GE5617S

税込168,000円
（本体価格155,556円）

冷暖房おもに１８畳用

MITSUBISHI 霧ヶ峰

MSZ-GE2517

税込79,800円
（本体価格73,889円）

MSZ-GE2817

税込89,800円
（本体価格83,148円）

MSZ-GE3617

税込118,000円
（本体価格109,259円）

MSZ-GE4017S

税込128,000円
（本体価格118,519円）

こんな方に
オススメ！

2つのプロペラファンが、体感温度を見極めて、最大約３度差の異なる気流をお届け！快適な空間を作り出すので家族全員が笑顔になれ
る！見守り設定を行えば、運転停止中にエアコンがお部屋の温度を見はり、高温状態（28℃以上）になると自動で冷房。低温状態
（10℃以下）になると自動で暖房運転を開始します。

GE
シリーズ

こんな方に
オススメ！

床センサー「フロアアイ」と「冷房ハイブリッド」で、快適＆省エネ！夏は、床温度センサーが冷えている床の温度を見て、冷やしす
ぎません。省エネと清潔を両立したスタンダードモデル。



防犯機器

DWP10A1

税込16,800円
（本体価格15,556円）

DELCATEC
ワイヤレスインターホン

KG-88

税込74,800円
（本体価格69,259円）

アイホン
テレビドアホン

アイホン
テレビドアホン

KH-77

税込45,800円
（本体価格42,407円）

アイホン
テレビドアホン

KI-55

税込17,800円
（本体価格16,481円）

アイホン
テレビドアホン

KI-66

税込18,800円
（本体価格17,407円）

ズーム・ワイド画面の切り替えやパンチルトもタッチ操作で簡単
ほぼ真横まで見えるパノラマワイド画面。ズーム画面で確認したいときは、拡大したい
ところをタッチするだけ。さらに、ズーム画面表示中は、見たいところをタッチすれば、
ズーム画面を移動させることができます。

Panasonic 洗浄温水便座

DL-RJ 20

税込46,800円
（本体価格43,333円）

温水洗浄便座

CH931SPF

税込21,800円
（本体価格20,185円）

温水洗浄便座


