
給湯器の選び方給湯器の選び方

給湯器取り替えは

約半日で
取り替えできます！！

※上記の作業時間はあくまで目安です。設置状況等により、作業に要する時間は異なります。

Sanitary

おふろ機能の違い

■号数を選ぶ

■タイプを選ぶ
1 2 3 4

フルオートタイプ

オートタイプ

※オートタイプのお湯はりは、
   浴槽が空の状態であることを
　確認してから開始してください。

※機種によっては 
　時間を変更できます。

自動でお湯はり
スタート

いい湯加減で
自動ストップ

お湯が冷めれば
自動追いだき

お湯が減れば
自動足し湯！

直接浴槽にお湯はりを開始。
かきまぜる手間もありません。

次の人のために、4時間
自動で適温を保ちます。

リモコンで設定したお湯の量・
温度のお湯をはっていき、自
動でストップ。あふれたり沸か
しすぎの心配もなくなります。

入浴

※

※機種によっては 
　時間を変更できます。

次の人のために、4時間
自動で適量を保ちます。

※

▶ ▶ ▶

単身世帯
の場合

2人家族
の場合

例えば
4人家族
の場合 条件：冬場水温5℃のとき、シャワー40℃で

12L/分、台所40℃で5L/分の場合

合計が約23.9号だから
+ +

シャワー
約16.9号

キッチン
約7号

追いだき

24号がおすすめ！

たくさんのお湯を使うことの
少ない2人家族なら 20号がおすすめ！

一度に複数箇所で使用
しない単身世帯なら 16号がおすすめ！

10 号

10 L/分 16 L/分 20 L/分 24 L/分

16 号

20 号

24 号

春・秋：水温17℃、設定温度42℃の場合 冬：水温5℃、設定温度42℃の場合

スポット給湯に最適

年間通して
シャワーが使えます

シャワーと給湯の
同時使用が可能なゆとりのパワー

余裕のパワーで
冬でもシャワーと
給湯が同時に
できます

＝10L/分

=4L/分

フルオート

オート

ふろがま

お湯はり 追いだき 足し湯

全自動

全自動

全自動

全自動

全自動

手動手動手動

手動

地球環境に
配慮した
ガス給湯器
です！

GAS
GAS GAS

エネルギーを効率よく利用する省エネ給湯器、エコジョーズ

家計にも、環境にもやさしい、パワフルガス給湯器家計にも、環境にもやさしい、パワフルガス給湯器
省エネ

ガス使用量削減

従来型と比べガス使用量約11％カット！

従来型と比べ給湯熱効率約80％→95％へ！

熱効率がアップすると、使うガスの量も少なく済みます。
90万世帯がエコジョーズを使うと1年間でタンカー1隻分
の節約に！

環境性
地球環境に配慮

従来型と比べCO 2排出量約13％削減！

年間で約10,000円おトク！

地球温暖化の一因となるCO 2排出量を従来と比べ
大幅に削減します。

高効率

エネルギーをムダなく利用
今まで捨てられていた排気熱を再
利用することで、従来では約80％
程度だった給湯熱効率が95％に
向上しました。

節 約

家計にやさしい！
高効率でお湯を沸かせると、ガス消費量は少なくなります。つまり、
その分ガス料金もおトクになります。従来型と同じだけのお湯を
使っても、年間約10,000円の節約になります。

一次熱交換器

空気

水 ガス 湯

従来タイプ
排気：約200℃

二次熱交換器

一次熱交換器

水 ガス 湯

空気

排気：約50℃

●年間給湯負荷18.3GJ（給湯16.6GJ、おいだき1.7GJ）
平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消
費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2.3.1」による
●ガス料金/都市ガス：124.14円/MJ
●当社従来品RUF-V2400AWとの比較
●エコジョーズを設置の際には、ドレン配管工事が必要と
なります。 従来システム

年間
ランニングコスト
約91,000円

エコジョーズ

年間
ランニングコスト
約81,000円

年間で
約10,000円
おトク！



無線LAN機能付リモコンで広がる快適生活

浴室リモコン台所リモコン 浴室リモコン台所リモコン

RVD-E2405SAW2-1（A）
リモコンセット（MBC-240V）

RVD-E2405AW2-1（A）
リモコンセット（MBC-240V）

フルオート 24号 コンパクト

オート 24号 コンパクト

フルオート 24号 スタンダード

オート 24号 スタンダード

フルオート 24号 コンパクト

無線LAN
機能付

オート 24号 コンパクト

フルオート 24号 スタンダード

オート 24号 スタンダード

RUFH-E2406SAW2-1
リモコンセット（238-R412-DG）

RUFH-E2406AW2-1
リモコンセット（238-R412-DG）

浴室リモコン台所リモコン

フルオート 24号 コンパクト

オート 24号 コンパクト

フルオート 24号 スタンダード

オート 24号 スタンダード

台所リモコン 浴室リモコン台所リモコン

無線LAN
機能付

無線LAN
機能付

※アプリのダウンロードと設定が必要です。

自動
お湯はり

床暖房
オン

▶スマホアプリ表示イメージ

ガスの
使用状況を
お知らせ

※表示イメージ▶通知例

給湯器アプリ 今

花粉が多い日は浴室暖房乾燥機がオススメ！
今日は花粉が多いです。
浴室暖房乾燥機を使って浴室で洗濯物を乾かすのが
オススメです。

浴室リモコン台所リモコン浴室リモコン

給　湯 追いだき 暖　房

給　湯 追いだき 暖　房

給　湯 追いだき 暖　房

万が一、給湯器にエラーが発生するとお
客さまのスマホに通知。その後、エラーが
解消されなければ、お電話でお知らせしま
す。

スマホアプリを活用することで便利が広がります！

給湯器の遠隔見守り
スマホアプリを使って外出先からおふろ
のお湯はりや床暖房のON/OFF操作が
可能です。

スマホから操作

ガスやお湯、電気の使用状況をスマホ
アプリで確認できます。

エネルギーの見える化
ガス機器の上手な使い方や花粉の飛散
情報など暮らしに役立つ情報をスマホに
プッシュ通知配信。

暮らしのお知らせ
GTH-C2459AWD
リモコンセット（RC-G001Eマルチ）NR23GTH-C2461AWD

リモコンセット（RC-G001EW-1-DG）NR21

GTH-C2459SAWD
リモコンセット（RC-J112Eマルチ)NR24GTH-C2461SAWD

リモコンセット（RC-G001EW-1-DG）NR22

GH-HK240ZW
リモコンセット（TC-H700L）PP03GH-H240ZW

リモコンセット（TC-716EL-DG）PP01

GH-HK240AW
リモコンセット（TC-H700L）PP04GH-H240AW

リモコンセット（TC-716EL-DG）PP02

RN34RN32

RN35RN33

便利

 高機能給湯暖房機



フルオート 24号

給　湯

※GT-C2462AWXのみ
　見まもり機能搭載

追いだき
※

給　湯

追いだき

給　湯

追いだき

写真はGT-C2462AWX

フルオート 20号

フルオートタイプフルオートタイプ 自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オート 20号

オートタイプオートタイプ 自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オート 24号

フルオート 24号 フルオート 20号 フルオート 20号・据置型

フルオートタイプフルオートタイプ 自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オート 20号

オートタイプオートタイプ 自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オート 24号

フルオート 24号 フルオート 20号 フルオート 16号

フルオートタイプフルオートタイプ 自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オート 20号 オート 16号

オートタイプオートタイプ 自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オート 24号

写真はRUF-E2406AW

台所リモコン 浴室リモコン

写真はFH-E248FAWL

浴室リモコン台所リモコン

フルオート 20号・据置型

オート 20号・据置型

オート 20号・据置型

 高機能ガスふろ給湯器

その他、集合住宅用の給湯器も多数ラインナップ!! ご相談ください!!

GT-C2462AWX
リモコンセット（RC-G001Eマルチ)NR25 GT-C2062AWX

リモコンセット（RC-G001Eマルチ)NR27 GT-C2062ARX
リモコンセット（RC-G001Eマルチ)NR29

GT-C2462SAWX
リモコンセット（RC-J101Eマルチ)NR26 GT-C2062SAWX

リモコンセット（RC-J101Eマルチ)NR28 GT-C2062SARX
リモコンセット（RC-J101Eマルチ)NR30

RUF-E2406AW
リモコンセット（MBC-240V)RN36 RUF-E2006AW

リモコンセット（MBC-240V)RN38 RUF-E2008AG（B）
リモコンセット（MBC-240V)RN40

RUF-E2406SAW
リモコンセット（MBC-240V)RN37 RUF-E2006SAW

リモコンセット（MBC-240V)RN39 RUF-E2008SAG（B）
リモコンセット（MBC-240V)RN41

FH-E248FAWL
リモコンセット（MFC-E228D)PR04 FH-E208FAWL

リモコンセット（MFC-250V)PR06 FH-E168FAWL
リモコンセット（MFC-250V)PR08

FH-E248AWL
リモコンセット（MFC-250V)PR05 FH-E208AWL

リモコンセット（MFC-250V)PR07 FH-E168AWL
リモコンセット（MFC-250V)PR09

無線LAN機能付

台所リモコン 浴室リモコン



台所リモコン

フルオートタイプフルオートタイプ
自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オートタイプオートタイプ
自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

浴室リモコン台所リモコン

給　湯 追いだき 給　湯 追いだき

フルオート 24号 24号オート

フルオートタイプフルオートタイプ
自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

オートタイプオートタイプ
自動お湯はり 自動追いだき 自動足し湯

フルオート 24号 24号オート

フルオート 20号 20号オートフルオート 20号 20号オート

フルオート 16号 16号オートフルオート 16号 16号オート

写真はGT-2460SAWX-1 写真はRUF-A2405AW（B）

台所リモコン

24号 24号

RUX-E2406W
台所リモコン（MC-145V）

20号

PH-EM2004AWL
台所リモコン（MC-130V）

写真はGQ-C2434WS

オート
20号

写真はRUX-E2406W 写真はPH-EM2004AWL

台所リモコン

16号 16号

RUX-A1616W-E
台所リモコン（MC-145V）

16号

PH-1615AW
台所リモコン（MC-150V）

※16号タイプはエコジョーズではありません。※16号タイプはエコジョーズではありません。※16号タイプはエコジョーズではありません。

ガスふろ給湯器（スリム型）

オート
16号

台所リモコン 浴室リモコン

台所リモコン 浴室リモコン

GT-2460AWX-1
リモコンセット（RC-J101マルチ)NR31 GT-2460SAWX-1

リモコンセット（RC-J101マルチ)NR32 RUF-A2405AW（B）
リモコンセット（MBC-240V)RN42 RUF-A2405SAW（B）

リモコンセット（MBC-240V)RN43

RUF-A2005AW（B）
リモコンセット（MBC-240V)RN44 RUF-A2005SAW（B）

リモコンセット（MBC-240V)RN45

RUF-A1615AW（B）
リモコンセット（MBC-240V)RN46 RUF-A1615SAW（B）

リモコンセット（MBC-240V)RN47

GT-2060AWX-1
リモコンセット（RC-J101マルチ)NR33 GT-2060SAWX-1

リモコンセット（RC-J101マルチ)NR34

GT-1660AWX-1
リモコンセット（RC-J101マルチ)NR35

RUF-SA2005SAW
リモコンセット（MBC-240V）
RN48

FH-S1610AWL
リモコンセット（MFC-250V）
PR10

GQ-C2434WS
台所リモコン（RC-7607M）NR37

GQ-1639WS-1
台所リモコン（RC-7607M）NR38

GT-1660SAWX-1
リモコンセット（RC-J101マルチ)NR36

RN49 PR11

RN50 PR12

最小限のシンプルな機能で、お湯が快適に使えます高機能給湯専用器

ガスふろ給湯器

台所リモコン 浴室リモコン



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
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