
2303-1931-CT00345※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。 ※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。

お客様
相談室
◎受付時間／平日9:00～18:00（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

商品についてのお問い合わせ先

（052）824-5145 パロマサービス
コールセンター
◎受付時間／24時間サービス受付

修理についてのお問い合わせ先

パロマお客さま
センター
◎受付時間／平日9:00～17:00（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

0120-378-860
点検・所有者登録についてのお問い合わせ先

このカタログの掲載内容は2023年4月現在のものです。 ※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは
含まれておりません。

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください
電話番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようにお願い申しあげます。

0120-193-860

お買い求めに
際して

本社／〒467-8585  名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

●パロマ商品のお問い合わせ、ご用命は…支　店 連絡先 支　店 連絡先 支　店 連絡先 支　店 連絡先

北海道支店

東北支店

北関東支店

☎（011）726-7281
〈北海道業務センター〉

☎（022）237-5561
〈東北業務センター〉

☎（048）657-4851
〈北関東業務センター〉

大阪支店
京滋支店
兵庫支店

中国支店
四国支店

九州支店

☎（072）960-0674
〈関西業務センター〉

☎（082）262-9261
〈中四国業務センター〉

☎（092）472-0860
〈九州業務センター〉

南関東支店

西関東支店
☎（045）438-2860
〈神奈川業務センター〉

北陸支店

静岡支店

東海支店

☎（052）824-5101
〈中部業務センター〉

新潟支店

東京中央支店

北東京支店

西東京支店

南東京支店

東関東支店

☎（03）5646-1860
〈東京業務センター〉

「パロマプラス」は、パロマ製品の交換部品やお料理が楽しく、
楽にお掃除ができる便利なグッズもそろう通販サイトです！
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https://www.paloma.co.jp/

ガスで快適と
美味しさを 業 務 用 ガ ス 機 器

総合カタログ    2023・Ⅰ

2023年4月新価格あんしん点検のご案内 法定点検に関する法令改正について（2021年8月から）
あんしん点検とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）による製
品事故を未然に防止するため、所有者様のお申し出による有償での点検、
その他の保守をおすすめする制度です。
設計上の標準使用期間は、家庭用製品10年、業務用3年です。設計上の標
準期間を迎えましたら『あんしん点検』を受けていただくことをおすすめし
ています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

法令改正により、特定保守製品から屋内式のガス給湯
機器が対象外となりました。
これにより、所有者様には法定点検を受ける
ことが求められなくなりました。

あ
ん
し
ん
点
検
の
流
れ 案内はがきに必要事項をご記入の上

ご投函ください。
受付後、担当者が点検を行い、点検結
果のご説明をさせていただきます。

製品に同梱の「所有者票」や、インタ
ーネット、販売店様等から登録します。

登録済みのお客さまへは点検時期が
近づくと案内はがきが届きます。

詳しくはホームページをご参照ください。

所有者登録※ 点検のご案内 点検のお申し込み 点検の受付・実施1 2 3 4

◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求め下さい。
◎このカタログに掲載の商品は国内専用です。海外では使用できません。
◎ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。取扱いを誤りますと、加熱、異常燃焼による焼損や火災の原因になります。
◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理して下さい。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。
◎本カタログ掲載の商品は業務用です。一般家庭用には使用しないで下さい。

https://www.paloma.co.jp/important/houreikaisei/

※所有者登録の情報は、個人情報保護法及び弊社規定により適切な安全対策のもと管理し、あんしん点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

パルスフライヤー ガス炊飯器



PF-11S

PF-2S

¥2,544,740
（税抜 ¥2,313,400）

希望小売価格 ¥9,790（税抜 ¥8,900）

¥1,732,610
（税抜 ¥1,575,100）

希望小売価格 ¥10,670（税抜 ¥9,700）（右）

希望小売価格 ¥10,670（税抜 ¥9,700）（左）

FT-A フィルターA

FT-B フィルターB

PF-11S

PF-2S

90131265900

90131265700

¥6,710（税抜 ¥6,100）

¥3,410（税抜 ¥3,100）

■フライヤー部品
分類 型式 対応器種 器種コード 希望小売価格 備考

パルスフライヤー

型式

器種コード
都市ガス 1070913420
ＬＰガス 1070913020

器種コード
都市ガス 1070914420
ＬＰガス 1070914020

器種コード 90131353000

器種コード 90131396100

器種コード 90131396200
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スマートフォンでQR
コードを読み込むと
動画で詳しい情報が
ご覧になれます。

2.2升（4.0ℓ）タイプ 2.2升（4.0ℓ）タイプ3.3升（6.0ℓ）タイプ

5.5升（10.0ℓ）タイプ

5.5升（10.0ℓ）タイプ

器種コード

 ¥25,300（税抜 ￥23,000）
 ¥38,720（税抜 ￥35,200）
 ¥38,720（税抜 ￥35,200）
 ¥38,720（税抜 ￥35,200）
 ¥11,770（税抜 ￥10,700）
 ¥15,400（税抜 ￥14,000）
 ¥7,480（税抜 ￥6,800）
 ¥9,350（税抜 ￥8,500）
 ¥8,250（税抜 ￥7,500）
 ¥15,400（税抜 ￥14,000）
 ¥2,860（税抜 ￥2,600）
 ¥330（税抜 ￥300）

 ¥990（税抜 ￥900）

 ¥18,700（税抜 ￥17,000）
 ¥24,310（税抜 ￥22,100）
 ¥8,250（税抜 ￥7,500）

¥63,360（税抜 ¥57,600） ¥76,120（税抜 ¥69,200）

¥59,400
（税抜 ¥54,000）

¥61,380
（税抜 ¥55,800）

¥72,490
（税抜 ¥65,900）

¥90,200
（税抜 ¥82,000）

¥78,980
（税抜 ¥71,800）

¥90,200
（税抜 ¥82,000）

¥91,080
（税抜 ¥82,800）

型式

型式

器種コード
都市ガス 1025750420
ＬＰガス 1025750020

器種コード
都市ガス 1025755420
ＬＰガス 1025755020

器種コード
都市ガス 1020303420
ＬＰガス 1020303020

器種コード
都市ガス 1023420420
ＬＰガス 1023420020

器種コード
都市ガス 1020304420
ＬＰガス 1020304020

器種コード
都市ガス 1023429420
ＬＰガス 1023429020

器種コード
都市ガス 1023705420
ＬＰガス 1023705020

器種コード
都市ガス 1023815420
ＬＰガス 1023815020

器種コード
都市ガス 1025253420
ＬＰガス 1025253020

90028446000
90028446500
90028448000
90028448300
90029011500
90029011700
90077331700
90077331800
90029011000
90029011700
90029236500
90025212200
90029236700
90029463400
90029463100
9002946000S

PR-360SS PR-360SSF

PR-403S PR-6DSS PR-101DSS PR-4200S

PR-403SF PR-6DSS（F）

PR-10DSS
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年間約76,360円の
ガス代を節約！
※LPガス5.3円/MJで算出　※16号出力相当で1日2時間使用
※この値はガス料金や使用時間、頻度によって変動します。
※立ち上がり、配管ロス分は含みません。

PH-E2400HE PH-E1600HE

PB-52

PB-52-4

FC-500

PB-15

PB-13

PB-30

¥349,580
（税抜 ¥317,800）

¥310,750
（税抜 ¥282,500）

¥14,740（税抜 ¥13,400）

¥2,530（税抜 ¥2,300）

¥3,300（税抜 ¥3,000）

¥3,960（税抜 ¥3,600）

¥660（税抜 ¥600）

¥880（税抜 ¥800）

あんしん点検
対象

設置基準に適合した排気フード対応形給湯器が、便利に！
point 1

point 2

point 3

point 4

型式

器種コード
都市ガス 1061438424
ＬＰガス 1061438024

器種コード
都市ガス 1061439424
ＬＰガス 1061439024

器種コード 1059437000

器種コード 1059458000

器種コード 1052928000

器種コード 1059457000

器種コード 1059459000

器種コード 1059460000
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パルスフライヤー ガス炊飯器
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