
お部屋に、パワフルでやさしいぬくもりをLiving & Dining

すばやく施工でき、
お手軽！

床暖房の工期は
約3～4日

※条件によっては、大工工事が必要となる
　場合もあります。
※条件によっては、大工工事が必要となる
　場合もあります。

フローリング
6畳

フローリング
6畳

3つの効果でポカポカ！

伝導

ふく射熱

対流

40℃の温水で効率よく暖める省エネ床暖房

仕上げ材バリエーション

ハードメイプル

ブラックチェリー

ブラック
ウォルナット

仕上げ材バリエーション

はるとホット

仕上げ材+床暖房リモコン+温水マット+必要部材NR20

頭寒足熱、体にやさしいガス温水床暖房

※

AS-A229HFG02

快適で過ごしやすいお部屋にエアコン

おもに 6畳用 単相 100V

おもに 6畳用 単相 100V

AS-R229HFG01

※新型コロナウイルス等感染症の影響で、商品供給に遅延が発生する場合がございます。ご容赦ください。

カジュアル
ブラウン

エレガント
ブラウン

ユーラシアン
パーチ

ナチュラル
ベージュ

「ふく射熱」 
遠赤外線で
体の芯から
暖める

「伝導熱」
足元を中心に
暖める

「対流」
部屋の温度ムラが

少ない

手軽に本物の木の質感を味わえるリフォーム床暖房
仕上げ材（ATC-W003）+ 床暖房リモコン+温水マット+必要部材RN31

※仕上げ材の種類によっては価格が変わります。



サーモバスＳ

キレイサーモフロア

ひろびろバスルーム

お掃除ラクラクほっカラリ床

魔法びん浴槽

※写真はイメージです

皮脂汚れがつきにくく、落としやすい床。
光熱費をかけずに、足裏の「ヒヤッ」も解
消できます。

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保
温組フタの“ダブル保温”構造

ために進化したバスルーム

うずでまとまったゴミをポイ！
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※イメージ図
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くるりんポイ

標準仕様/1216サイズ・Fタイプ・保温浴槽・キレイサーモフロア・人造大理石浴槽

標準仕様/1616サイズ・Tタイプ・魔法びん浴槽・お掃除ラクラクほっカラリ床

くつろぎも、クリーンも、
サザナは次のステージへ。

※写真はイメージです

浴槽も洗い場もさらにひろびろ。

一歩目から“ほっ”

デッドスペースを最小限に抑え
た独自の構造で、ひろびろとし
た空間を実現。手足を伸ばして
ゆったりと体を洗えます。

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、
表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、
靴下のまま入っても大丈夫。ブラシの通り
もよくお掃除ラクラクです。

（JIS高断熱浴槽準拠）

※写真はイメージです。実際の色とは異なります。

浴槽断熱材
材質：発泡スチロール

浴槽
材質：FRP

ラクかるふろふた
材質：発泡ポリプロピレン

4時間後も湯温の低下
はわずか約2.5℃以内。

浴槽ひろびろ

+5cm +5cm

+5cm

+5cm

洗い場ひろびろ

Sanitary

低金利
クレジット
あります

下記のチェックリスト、1つでもあてはまれば一度ご相談ください！

タイル張りで湯垢がつきやすい。

冬場は浴室が外のように寒い。

浴槽付近に手すりが欲しい。

狭くて、湯船で足が伸ばせない。

浴槽付近に手すりが欲しい。

狭くて、湯船で足が伸ばせない。

浴槽付近に手すりが欲しい。

狭くて、湯船で足が伸ばせない。

浴槽付近に手すりが欲しい。

狭くて、湯船で足が伸ばせない。

こんなお困りごとは
ありませんか？

バスルームが、毎日の疲れを癒すリラックス空間に大変身！



※写真はイメージです

標準仕様/1616・ベーシックプラン

サーモバスS

快適空間のためにこだわり抜いたバスルーム

バスタイムも単なる習慣から特別な時間へ

※写真はイメージです

標準仕様/S1216・ベーシックプラン

ダブル保温構造でお湯が冷めにくく、
最後のひとりまであたたかい高断熱
浴槽。
入浴後4時間経っても湯温は約2.5℃
しか下がりません。

スミピカフロア

エコフルシャワー

約35％節水で、省エネに大きく貢献し
ます。

仕様限定
パッケージ品

仕様限定
パッケージ品

保温浴槽
浴槽も風呂フタも断熱材でしっかり
保温。冷めにくいから追い炊き回数
が減らせて、年間光熱費を節約でき
ます。

※写真はイメージです。

風呂フタ断熱材

断熱材

スゴピカ浴槽

床の端が立ち上がった構造で防水
性に優れ、カビも生えにくくなってい
ます。コーナー部分に目地がないの
でラクラクお掃除。滑りにくく乾きや
すい床です。

汚れがたまりにくいので
キレイが続きます

気になる光熱費をおさえて
楽しむエコフルシャワー
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※写真はイメージです。

壁掛け型

「プラズマクラスター」
はシャープ㈱の
商標です。

天井埋込型

リモコン
（付属品）

脱衣室リモコン 脱衣室リモコン
（フタ開）

乾燥容量
5kg

●寸法（mm）／本体：高さ684×幅650×奥行561
※ご使用に関しては、別途ガスコードが必要となります。

BDV-4107WKNANR39 RBH-C338K1PRN51

RDT-54S-SVRN52

カラッと解決パワフル乾燥ガス衣類乾燥機

寒い季節の浴室をすばやくあたためる浴室暖房乾燥機

乾燥容量
3kg

●寸法（mm）／本体：高さ609×幅550×奥行506
※ご使用に関しては、別途ガスコードが必要となります。

RDT-31SRN53



リース期間満了後は、
「再リース」 
「購入」
「終了」の
3つの中から
選んでいただけます。

A

リース期間満了後はどうなるの？Q3

よくあるご質問と回答

=リース
6年間

10年間

8年間
+ +本体価格 標準

取付費
無償修理
サービス※1 ※2

これらをすべて含んで、
家計にやさしい月々のお支払い！

これらをすべて含んで、
家計にやさしい月々のお支払い！

こんな方が対象です
（すべての条件を満たすお客さま）

利用
条件

●東急でんき＆ガスサポートを通じリースをお申し込み
いただけるお客さま

●現在お住まいの住宅に設置される方 
●持ち家にお住まいの方
●家庭用として対象機器をご使用される方
●リース申込時に下記年齢の方
　 ６ 年リース：20歳以上75歳未満の方
　 ８ 年リース：20歳以上73歳未満の方
　10年リース：20歳以上71歳未満の方

※お客さまの設置条件によっては、ご利用いただけない場合があります。
※提携リース会社による受付条件および審査があります。審査によりリース契約をお受けできない
場合がございます。また審査の上で連帯保証人をお願いする場合がございます。

対象
商品 Siセンサーコンロ

（ビルトインタイプ）

Siセンサーコンロ
（据置タイプ）

ガスオーブン
（ビルトインタイプ）

レンジフード

給湯暖房機

ふろ給湯器
給湯器

浴室暖房乾燥機

衣類乾燥機

家計にやさしい
月々のお支払いでOK!
家計にやさしい
月々のお支払いでOK!

11

「リース」なら、まとまった購入
資金をご用意いただく必要は
ありません。

22 リース料金に
標準取付費 込み！
リース料金に
標準取付費 込み！※1※1

標準取付費もリース料金に
含まれていますので、安心し
てお申し込みいただけます。

33 故障しても
修理費不要！
故障しても
修理費不要！

※2※2

万一故障しても、修理費
は発生しません。安心し
てご使用いただけます。

「取替更新」で
最新モデルに！
「取替更新」で
最新モデルに！

44

リース期間満了時に新たなリー
ス契約で取替更新すれば、新し
い機種をお選びいただけます。

※１ 【ビルトインコンロ／ビルトインオーブン】既設のビルトインコンロ・ビルトインオーブンから取替をする際にかかる工事費を指します（既設機器の取り外し費を含む）。但し、ガス配管工事費、電気配線工事費、フィラーなどの別途部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処
分費は含みません。標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。【据置コンロ】既設の据置コンロから取替をする際にかかる設置費を指します。但し、ガス栓工事、ガス配管工事、電気配線工事、既設機器廃棄処分費は含みません。標
準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。【レンジフード】既設のシロッコファンブーツ型レンジフードからの同位置での取替をする際にかかる工事費を指します（機器の取り外し費を含む）。但し、電気配線工事費、取替に必要となる別途
部材費、既存開口の拡張・ふさぎ、壁面新規開口に伴う工事費、機器廃棄処分費は含みません。標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。【給湯暖房機・ふろ給湯器・給湯器】既設の機器と同じ方式の温水機器へ設置場所を変え
ずに取替えをする際にかかる工事費を指します（既設機器の取り外し費を含む）。ガス配管工事費、電気配線工事費、部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処分費等、標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。【浴室暖房乾燥機】既
設の同タイプから取替をする際にかかる工事費を指します（既設機器の取り外し費を含む）。また、既存の給湯器そばへの新規設置の場合を含みます。ガス配管工事費、電気工事費、物干しバーなどの別途部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処分費等、標準取
付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。【衣類乾燥機】既設の同タイプから取替をする際にかかる工事費を指します（既設機器の取り外し費を含む）。ガス配管工事費、電気工事費、排湿管工事費、専用台、各種排湿部材、紙フィルター、
ガスコードなどの別途部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処分費等、標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。

※2 ご使用上の誤りによる故障や、業務用の場所で長時間使用された事による故障、井戸水・温泉水・地下水を給水した事による故障、水道管等のさび等異物の流入による故障、火災、地震、風水害等による故障の修理費はお客さま負担となります。また、電池や
紙フィルター、ごとく・グリル焼網、フードフィルター、食器かご、残さいフィルター、小物入れなどの交換部品の消耗による交換、機器汚損等の性能上の故障でない場合も対象外となります。その他、コンロに付属の「グリル用調理容器」は修理サービスの対象外とな
ります。

A

リースは途中で解約できるの？Q1
リース契約期間中にお客さまから中途解約のお申し出があった
場合、解約精算金をお支払いいただき機器を取り外すか（取
り外し等は別途申し受けます。取り外しや取り外しによる開口部の閉塞に関
わる費用及び返却費用は、お客さま負担となります。）、売買代金をお支
払いの上、機器を買い取っていただくかのいずれかとなります。

A

表示のリース料金以外に支払うお金はないの？Q2
標準取付費で設置できない場合は、標準取付費以外の取付工
事代が最初に必要となります。標準取付費以外の取付工事代
がいるかどうかは設置場所・方法・機種によって異なりますの
で、一度お問い合わせください。また、リース契約を終了して機
器を取り外す場合には、取り外し費、返却費が必要となります。

1.再リース（毎年更新）
ご使用中の機器のまま、リース期間を延長します。 ●再リース料金（1年分）：月額リース料金×２ヶ月分
※1年ごとの延長契約です。　※再リース期間中、修理費（出張費含む）は有償となります。
※再リースの上限期間はリース期間6年契約の場合は4年まで、リース期間8年契約および10年契約の場合は2年までとなります。

2.購入 ご使用中の機器をご購入いただきます。 ●購入代金：月額リース料金×６ヶ月分

3.終了
●機器を取り外し、商品をご返却いただきます。
※取り外し費用、取り外しによる開口部の閉塞に関わる費用および返還費用はお客さま負担となります。

●新たにリースをご契約いただき、最新機器への更新も可能です。

クレジットプランのご案内クレジットプランのご案内クレジットプランのご案内クレジットプランのご案内 初期費用が不要で、お手軽な月々のお支払いプランをご利用いただけます。初期費用が不要で、お手軽な月々のお支払いプランをご利用いただけます。

【クレジットのご利用につきまして】●お申込受付期間は、2021年3月31日お申込受付分までです。記載の実質年率は2020年4月1日現在です。金融情勢により実質年率が変わることがあります。●ご契約には当社提携クレジット会社の審
査が必要となります。●契約形態は立替払契約となります。●ご利用いただける金額の条件等がございます。●お申込条件、商品概要について詳しくは当社までお問い合わせください。

 ご利用金額 5万円以上1,000万円以下

 お支払期間(回数) 1年(12回 )～10年(120回)

 実質年率 1.90%         

 ご利用金額 10万円以上300万円以下

 お支払期間(回数) 1年(12回 )～10年(120回)

 実質年率 1.79%         

●燃料電池（エネファーム・蓄電池）を含む場合

ガス機器…エネファーム、ガスコンロ、温水機器など
住設機器…レンジフード、蓄電池、太陽光発電システムなど
リフォーム…室内リフォーム、外壁・屋根リフォームなど

対象商品

リースで無理なく快適生活スタートLease & Credit


	living1
	living2
	living3

