
エネサンス新潟
９月７日土
10時～14時

日 時

亀田市民会館
新潟市江南区船戸山5-7-2
電話：025-382-3780

場 所

※ 抽選は１組様１回とさせていただきます。

イベントコーナー

100円

電気使用量が
少ない方でも多い方でも、

どなたでも
電気料金がおトク！
になる料金プラン！

ポイント

事務手数料や解約違約金、
契約期間など一切無し！
気軽にお試しでもOK！

ポイント

電力料金
シミュレーション

受付中

射的　輪投げ　スーパーボールすくい

販売コーナー

お楽しみイベント盛りだくさん！

来場者無料プレゼント

お楽しみコーナー

無料縁日

11：30～　
「RISE UP」によるジャズライブ♪ 小物作り体験

・キーホルダー
・アクセサリーなど

TEL 025-382-6884
FAX 025-382-5164
www.enessance-niigata.co.jp
〒950-0134  新潟市江南区曙町2-8-1

0120-39-6884
フリーダイヤル

株式会社

私たちは地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

㉗XCH1401WS
●オート洗浄・オート脱臭機能付き
●スキマレス設計でお手入れ簡単
一括購入105,000円（税込）
月々リース 1,870円（税込）

㉘LSAB-70AWN1B
●大容量サイズなのにスタイリッシュ
●使い方に合わせて選べる収納スタイル
一括購入49,000円（税込）
月々リース 870円（税込）

出張見積
無料

おトク金額早見表

（例）40Ａ契約で毎月400kwhご使用のお客様は年間4,260円おトク！

カーオプション
シェルの

サービスステーション
での給油で

ガソリン
引きハイオク・

レギュラー・軽油２円/Ｌ
（上限100Ｌ/月）

見積作成で
粗品プレゼント
キャンペーン！

「鍵を無くした」「蛇口から水漏れ」
など日常生活で困った際の住まい

かけつけサービスです

基本出張料・応急処置無料
24時間365日受付対応

カギのトラブル

水のトラブル

窓のトラブル

電気のトラブル

応急処置なら
何度でもご利用頂けます！！

暮らしのお困り事に
かけつけます！！

月額500円(税別)
今なら6ヶ月無料!!

（※条件あり）

気になるニオイやカビ汚れ･･･
放っておくとアレルギーや
故障の原因にも･･･

そこで！
普段なかなか掃除が行き届かない

場所はプロにお任せ！

エアコン標準タイプ
11,880円～（税込）

浴室・換気扇それぞれ
14,580円～（税込）※対応時間

9：00～17：00

ガラス割れ対応

リフォームエネサンス
安心・快適 相談見積無料リフォームリース対応

台所
風呂

外壁
塗装

壁紙
張替

網戸
サッシ

雨
どい

カー
ポート

エコポイント
各種補助金

プチリフォーム から始めてみませんか？

トイレ ５年リース
期間 洗面化粧台 ５年リース

期間

各 先着80個

暮らしのお困り事は
小さな事でもご相談ください！

工事費別途 工事費別途

電力会社の見直しで電気代を賢く節約♪

来場記念抽選会来場記念抽選会

各種 野菜
ティッシュ ５箱入り
たまご10個入り

鵜の子
I.C

江南警察署
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江南区役所

サークルＫ
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亀田
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モス
バーガー

会場アクセス 亀田市民会館
新潟市江南区船戸山5-7-2

各100円

先着20名
各回５名 全４回予定
先着20名
各回５名 全４回予定

豪華景品が当
たる

チャンス！！
豪華景品が当

たる

チャンス！！

一等 日航ホテル レストランペアお食事券　１本
有名洋菓子店の焼き菓子セット　５本
新潟米菓詰め合わせセット　７本
台所用洗剤

二等
三等
四等

無くなり次第終了！

・スープ·汁物

・美味しいパン ・わたあめ

空くじなし



月々わずかな料金で安心機能充実のガス機器が手に入る！
家計の味方

リース
プラン

まとまった購入資金の用意が不要！
月々のガス代や灯油代と一緒にリース代のお支払でＯＫ！１
故障しても修理費不要！
リース期間中、万が一故障してしまった場合でも無料修理！２
リース終了後はそのまま使用可能！
リース期間終了後はお客様の持ち物となります！３

ビルトインコンロ リース期間５年標準工事15,000円～

ガス衣類乾燥機 レンタル受付中

石油ファンヒーター リース期間3年 石油ストーブ/遠赤外線暖房機 リース期間3年

エコワン リース期間７年

テーブルコンロ リース期間３年設置撤去サービス

レンジフード リース期間５年標準工事35,000円～

①RHS72W22E4RCSTW
●両面焼オートメニュー●ヒートオフ
●スモークオフ●ダッチオーブン付
一括購入170,000円（税込）
月々リース 3,030円（税込）

⑨RTS65AWK1RG-AL
●水無両面焼グリル●お掃除簡単
●加熱防止センサー●ココット付
一括購入58,000円（税込）
月々リース 1,670円（税込）

⑤N3SO5PWASKSTESC
●両面焼オートグリル●鍋無し検知機能
●スモークカット●キャセロール付
一括購入160,000円（税込）
月々リース 2,850円（税込）

⑥N3SO9PWASPSTES
●簡単オート調理●お手入れ簡単
●スモークカット●波型プレート付
一括購入120,000円（税込）
月々リース 2,130円（税込）

⑦N3WS2PWAS6STE
●オートグリル機能●親水アクアコート
●お手入れ簡単●クックボックス付
一括購入85,000円（税込）
月々リース 1,520円（税込）

⑧N3WQ6RWTS6SI
●オートグリル機能●お手入れ簡単
●W高火力●クックボックス付
一括購入65,000円（税込）
月々リース 1,160円（税込）

②RHS71W23L8RSTW
●水無両面焼グリル●ヒートオフ
●スモークオフ●ココット付
一括購入120,000円（税込）
月々リース 2,130円（税込）

④RS31W28P12RVW
●水無両面焼グリル●Wワイド火力
●コンロタイマー●温度調節機能
一括購入66,000円（税込）
月々リース 1,170円（税込）

③RS31W27P14DGVW
●水無両面焼グリル●感震機能
●コンロタイマー●ココット付
一括購入82,000円（税込）
月々リース 1,460円（税込）

S E N C E

⑩RT64JH6S2-GL
●水無片面焼グリル●クリスタルコート
●加熱防止センサー●簡単点火ボタン
一括購入19,000円（税込）
月々リース 550円（税込）

スタンダード

マルチグリル

⑪NLW2277TBEM
●無水両面焼グリル●ホーロー天板
●鍋無し検知機能●大きめ文字パネル
一括購入37,800円（税込）
月々リース 1,090円（税込）

⑫NLW2261TCBSG
●無水両面焼グリル●クリアコート天板
●コンロ温調機能●グリル調理タイマー
一括購入36,000円（税込）
月々リース 1,040円（税込）

⑬OGR-REC-AP751LSV
●お手入れ簡単！10年間ファン掃除不要
●コンロ連動機能●高い省エネ性能
一括購入130,000円（税込）
月々リース 2,320円（税込）

⑭TLR-3S-AP751SV
●ノンフィルタータイプ●LED照明
●清掃性アップ●簡単操作
一括購入72,000円（税込）
月々リース 1,280円（税込）

⑮NFG6S15MSI
●静電タッチスイッチ●清掃性アップ
●コンロ連動機能●高い省エネ性能
一括購入97,000円（税込）
月々リース 1,720円（税込）

⑯NFG6S13MSI
●油を弾くセラミック、親水性塗装
●独立スイッチで操作も簡単
一括購入60,000円（税込）
月々リース 1,060円（税込）

ガス給湯器
リース期間７年

㉑RUF-E2405SAW(A)

⑰ガス衣類乾燥機　RDT-54S

●ガスの消費量を抑えるエコジョーズ
●断続使用でも水温の温度差が最小限
一括購入135,000円（税込）
月々リース 1,760円（税込）
ガス炊飯器

リース期間３年

㉔RR-100MST2(DB)
●立消え安全装置・過熱防止機能付き
●部品の取り外しが簡単でお手入れラクラク
一括購入68,000円（税込）
月々リース 1,960円（税込）

ガス炊飯器
リース期間３年

㉕RR-050VQ（W)
●タイマー機能付き
●お好み炊飯調節機能付き
一括購入22,000円（税込）
月々リース 630円（税込）

オイルタンク
リース期間３年

㉖KS3-200SJ
●漏れ・サビが出てきたら入替時期‼
●3Way ストレーナー付き
一括購入36,000円（税込）
月々リース 1,040円（税込）

石油給湯器

㉒OTQ-C4705SAY BL
●省エネ エコ運転で灯油代節約‼
●排気熱を再利用し高効率化
一括購入220,000円（税込）
月々リース 2,860円（税込）

㉓RHBF-R245AW
●ガスと電気でお湯を沸かすハイブリット給湯器
●ガス消費量大幅削減でガス代を節約‼（約50％程度）
一括購入398,000円（税込）

月々リース 5,180円（税込）

リース期間７年

業界最高
レベル
の省エネ性能

業界
最小

緊急時
対応
モード

自動
配管
洗浄

パワ
フル
給湯

灯油ご注文
キャンペーン

当日会場にて100L以上
灯油注文を頂いたお客様には

1,000円
キャッシュバック割引券を

差し上げます！

ガス衣類乾燥機をお貸しいたします！
この機会に、ぜひ一度実感してみてください！

石油給湯器・
石油ストーブの
不具合も
ご相談ください！

⑱FH-SR3319Y 9畳用
●リモコン付きで大きな操作パネル
●7秒点火タイマーで秒速点火
一括購入18,000円（税込）
月々リース 530円（税込）

⑲FH-ST4619BY 12畳用
●見やすい大型操作パネル
●新エコモードで灯油長持ち
一括購入25,000円（税込）
月々リース 720円（税込）

⑳SX-E2919WY 8畳用
●トリプル消臭 クリーン機能
●対震自動消火装置で安心・安全
一括購入18,000円（税込）
月々リース 530円（税込）

㉑CHK-C126A
●壁掛けでいろいろなスペースに
●安心機能が満載
一括購入36,000円（税込）
月々リース 1,030円（税込）

設置費無料 ガス代無料レンタル無料

家事の時短化！

約50分で
スピード乾燥！

乾燥一回あたり

約55円で
家計に優しい！
(ガス代)

一週間
キャンペーン!
無料体験

洗濯物干しが面倒･･･天気や花粉が気になる･･･そんな悩みをカラッと解決！



月々わずかな料金で安心機能充実のガス機器が手に入る！
家計の味方

リース
プラン

まとまった購入資金の用意が不要！
月々のガス代や灯油代と一緒にリース代のお支払でＯＫ！１
故障しても修理費不要！
リース期間中、万が一故障してしまった場合でも無料修理！２
リース終了後はそのまま使用可能！
リース期間終了後はお客様の持ち物となります！３

ビルトインコンロ リース期間５年標準工事15,000円～

ガス衣類乾燥機 レンタル受付中

石油ファンヒーター リース期間3年 石油ストーブ/遠赤外線暖房機 リース期間3年

エコワン リース期間７年

テーブルコンロ リース期間３年設置撤去サービス

レンジフード リース期間５年標準工事35,000円～

①RHS72W22E4RCSTW
●両面焼オートメニュー●ヒートオフ
●スモークオフ●ダッチオーブン付
一括購入170,000円（税込）
月々リース 3,030円（税込）

⑨RTS65AWK1RG-AL
●水無両面焼グリル●お掃除簡単
●加熱防止センサー●ココット付
一括購入58,000円（税込）
月々リース 1,670円（税込）

⑤N3SO5PWASKSTESC
●両面焼オートグリル●鍋無し検知機能
●スモークカット●キャセロール付
一括購入160,000円（税込）
月々リース 2,850円（税込）

⑥N3SO9PWASPSTES
●簡単オート調理●お手入れ簡単
●スモークカット●波型プレート付
一括購入120,000円（税込）
月々リース 2,130円（税込）

⑦N3WS2PWAS6STE
●オートグリル機能●親水アクアコート
●お手入れ簡単●クックボックス付
一括購入85,000円（税込）
月々リース 1,520円（税込）

⑧N3WQ6RWTS6SI
●オートグリル機能●お手入れ簡単
●W高火力●クックボックス付
一括購入65,000円（税込）
月々リース 1,160円（税込）

②RHS71W23L8RSTW
●水無両面焼グリル●ヒートオフ
●スモークオフ●ココット付
一括購入120,000円（税込）
月々リース 2,130円（税込）

④RS31W28P12RVW
●水無両面焼グリル●Wワイド火力
●コンロタイマー●温度調節機能
一括購入66,000円（税込）
月々リース 1,170円（税込）

③RS31W27P14DGVW
●水無両面焼グリル●感震機能
●コンロタイマー●ココット付
一括購入82,000円（税込）
月々リース 1,460円（税込）

S E N C E

⑩RT64JH6S2-GL
●水無片面焼グリル●クリスタルコート
●加熱防止センサー●簡単点火ボタン
一括購入19,000円（税込）
月々リース 550円（税込）

スタンダード

マルチグリル

⑪NLW2277TBEM
●無水両面焼グリル●ホーロー天板
●鍋無し検知機能●大きめ文字パネル
一括購入37,800円（税込）
月々リース 1,090円（税込）

⑫NLW2261TCBSG
●無水両面焼グリル●クリアコート天板
●コンロ温調機能●グリル調理タイマー
一括購入36,000円（税込）
月々リース 1,040円（税込）

⑬OGR-REC-AP751LSV
●お手入れ簡単！10年間ファン掃除不要
●コンロ連動機能●高い省エネ性能
一括購入130,000円（税込）
月々リース 2,320円（税込）

⑭TLR-3S-AP751SV
●ノンフィルタータイプ●LED照明
●清掃性アップ●簡単操作
一括購入72,000円（税込）
月々リース 1,280円（税込）

⑮NFG6S15MSI
●静電タッチスイッチ●清掃性アップ
●コンロ連動機能●高い省エネ性能
一括購入97,000円（税込）
月々リース 1,720円（税込）

⑯NFG6S13MSI
●油を弾くセラミック、親水性塗装
●独立スイッチで操作も簡単
一括購入60,000円（税込）
月々リース 1,060円（税込）

ガス給湯器
リース期間７年

㉑RUF-E2405SAW(A)

⑰ガス衣類乾燥機　RDT-54S

●ガスの消費量を抑えるエコジョーズ
●断続使用でも水温の温度差が最小限
一括購入135,000円（税込）
月々リース 1,760円（税込）
ガス炊飯器

リース期間３年

㉔RR-100MST2(DB)
●立消え安全装置・過熱防止機能付き
●部品の取り外しが簡単でお手入れラクラク
一括購入68,000円（税込）
月々リース 1,960円（税込）

ガス炊飯器
リース期間３年

㉕RR-050VQ（W)
●タイマー機能付き
●お好み炊飯調節機能付き
一括購入22,000円（税込）
月々リース 630円（税込）

オイルタンク
リース期間３年

㉖KS3-200SJ
●漏れ・サビが出てきたら入替時期‼
●3Way ストレーナー付き
一括購入36,000円（税込）
月々リース 1,040円（税込）

石油給湯器

㉒OTQ-C4705SAY BL
●省エネ エコ運転で灯油代節約‼
●排気熱を再利用し高効率化
一括購入220,000円（税込）
月々リース 2,860円（税込）

㉓RHBF-R245AW
●ガスと電気でお湯を沸かすハイブリット給湯器
●ガス消費量大幅削減でガス代を節約‼（約50％程度）
一括購入398,000円（税込）

月々リース 5,180円（税込）

リース期間７年

業界最高
レベル
の省エネ性能

業界
最小

緊急時
対応
モード

自動
配管
洗浄

パワ
フル
給湯

灯油ご注文
キャンペーン

当日会場にて100L以上
灯油注文を頂いたお客様には

1,000円
キャッシュバック割引券を

差し上げます！

ガス衣類乾燥機をお貸しいたします！
この機会に、ぜひ一度実感してみてください！

石油給湯器・
石油ストーブの
不具合も
ご相談ください！

⑱FH-SR3319Y 9畳用
●リモコン付きで大きな操作パネル
●7秒点火タイマーで秒速点火
一括購入18,000円（税込）
月々リース 530円（税込）

⑲FH-ST4619BY 12畳用
●見やすい大型操作パネル
●新エコモードで灯油長持ち
一括購入25,000円（税込）
月々リース 720円（税込）

⑳SX-E2919WY 8畳用
●トリプル消臭 クリーン機能
●対震自動消火装置で安心・安全
一括購入18,000円（税込）
月々リース 530円（税込）

㉑CHK-C126A
●壁掛けでいろいろなスペースに
●安心機能が満載
一括購入36,000円（税込）
月々リース 1,030円（税込）

設置費無料 ガス代無料レンタル無料

家事の時短化！

約50分で
スピード乾燥！

乾燥一回あたり

約55円で
家計に優しい！
(ガス代)

一週間
キャンペーン!
無料体験

洗濯物干しが面倒･･･天気や花粉が気になる･･･そんな悩みをカラッと解決！



エネサンス新潟
９月７日土
10時～14時

日 時

亀田市民会館
新潟市江南区船戸山5-7-2
電話：025-382-3780

場 所

※ 抽選は１組様１回とさせていただきます。

イベントコーナー

100円

電気使用量が
少ない方でも多い方でも、

どなたでも
電気料金がおトク！
になる料金プラン！

ポイント

事務手数料や解約違約金、
契約期間など一切無し！
気軽にお試しでもOK！

ポイント

電力料金
シミュレーション

受付中

射的　輪投げ　スーパーボールすくい

販売コーナー

お楽しみイベント盛りだくさん！

来場者無料プレゼント

お楽しみコーナー

無料縁日

11：30～　
「RISE UP」によるジャズライブ♪ 小物作り体験

・キーホルダー
・アクセサリーなど

TEL 025-382-6884
FAX 025-382-5164
www.enessance-niigata.co.jp
〒950-0134  新潟市江南区曙町2-8-1

0120-39-6884
フリーダイヤル

株式会社

私たちは地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

㉗XCH1401WS
●オート洗浄・オート脱臭機能付き
●スキマレス設計でお手入れ簡単
一括購入105,000円（税込）
月々リース 1,870円（税込）

㉘LSAB-70AWN1B
●大容量サイズなのにスタイリッシュ
●使い方に合わせて選べる収納スタイル
一括購入49,000円（税込）
月々リース 870円（税込）

出張見積
無料

おトク金額早見表

（例）40Ａ契約で毎月400kwhご使用のお客様は年間4,260円おトク！

カーオプション
シェルの

サービスステーション
での給油で

ガソリン
引きハイオク・

レギュラー・軽油２円/Ｌ
（上限100Ｌ/月）

見積作成で
粗品プレゼント
キャンペーン！

「鍵を無くした」「蛇口から水漏れ」
など日常生活で困った際の住まい

かけつけサービスです

基本出張料・応急処置無料
24時間365日受付対応

カギのトラブル

水のトラブル

窓のトラブル

電気のトラブル

応急処置なら
何度でもご利用頂けます！！

暮らしのお困り事に
かけつけます！！

月額500円(税別)
今なら6ヶ月無料!!

（※条件あり）

気になるニオイやカビ汚れ･･･
放っておくとアレルギーや
故障の原因にも･･･

そこで！
普段なかなか掃除が行き届かない

場所はプロにお任せ！

エアコン標準タイプ
11,880円～（税込）

浴室・換気扇それぞれ
14,580円～（税込）※対応時間

9：00～17：00

ガラス割れ対応

リフォームエネサンス
安心・快適 相談見積無料リフォームリース対応

台所
風呂

外壁
塗装

壁紙
張替

網戸
サッシ

雨
どい

カー
ポート

エコポイント
各種補助金

プチリフォーム から始めてみませんか？

トイレ ５年リース
期間 洗面化粧台 ５年リース

期間

各 先着80個

暮らしのお困り事は
小さな事でもご相談ください！

工事費別途 工事費別途

電力会社の見直しで電気代を賢く節約♪

来場記念抽選会来場記念抽選会

各種 野菜
ティッシュ ５箱入り
たまご10個入り

鵜の子
I.C

江南警察署

亀田西中

江南区役所

サークルＫ

セブン
イレブン

亀田バイパス
亀田製菓

亀田第一病院

↓新津

横越
→

茅野山
I.C

亀
田
駅

49

49

16
5

亀田小

亀田中

亀田
市民会館

モス
バーガー

会場アクセス 亀田市民会館
新潟市江南区船戸山5-7-2

各100円

先着20名
各回５名 全４回予定
先着20名
各回５名 全４回予定

豪華景品が当
たる

チャンス！！
豪華景品が当

たる

チャンス！！

一等 日航ホテル レストランペアお食事券　１本
有名洋菓子店の焼き菓子セット　５本
新潟米菓詰め合わせセット　７本
台所用洗剤

二等
三等
四等

無くなり次第終了！

・スープ·汁物

・美味しいパン ・わたあめ

空くじなし
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