お得な価格 で ご提供しています。詳細 は お問合せください。

Living & Dining
食器洗い乾燥機

キッチンライフを充実させる多彩なラインナップ
ガス炊飯器

ガスの力でふっくらおいしいガス火炊きごはん
お米本来のおいしさを
引き出す本格仕様

食器が入れやすいスリムデザイン
特定保守製品

シンプルな操作で
使いやすい

RN25 RSW-404A-SV

※特定保守製品で長期間ご使用される場合、
点検
（有償）
が必要となります。
詳細はお問い合わせください。

食器収納点数 約5人分

RN26 RR-055MST2
（DB)

※日本電機工業
自主基準による

標準コース 1回の使用水量約10 L
※写真はダークブラウン
保温

※写真はイメージです

（オプション品 化粧パネルホワイト装着時イメージ）

RN29 RSR-S15E-ST
ステンレス

庫内サイズ33ℓ
寸法（mm）
：高さ750〜860×幅598×奥行545

RN28 RR-050VQT
（DB）

１〜5.5合炊きガス炊飯器

１〜5合炊きガス炊飯器

タイマー

保温

タイマー

本焚白米

洗米すぐ

硬質フッ素

ガスオーブン ガスならではの強火とスピーディさが魅力！
電子レンジ機能付

RN27 RR-055MST2
（PS)

NR16 NDR-320EK
シルバー

庫内サイズ35ℓ
寸法（mm）
：高さ580〜640×幅598×奥行550

キャビネット

ガス小型湯沸器

RN30 UKC-605-W
扉：ホワイト

コンロ下部専用キャビネット
奥行550mm以上対応

特定保守製品
NR17 GQ-531MW
※特定保守製品で長期間ご使
用される場合、
点検
（有償）
が必
要となります。詳細はお問い合わ
せください。
●寸法
（mm）
／
幅288×高さ358×奥行135

ご使用時は、換気扇を回す
など、必ず換気をしてください。

お得な価格 で ご提供しています。詳細 は お問合せください。

Living & Dining

キッチンまるごと大変身

こんなお困りごとは
ありませんか？

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！

シンクの高さが合わず

汚れがつきやすく、掃除が大変。

大きな鍋が沢山あるけど、収納できない。

作業スペースがなくて料理がしにくい。

で
ん
き
・
ガ
ス

Si

仕様限定
パッケージ品

お料理もお掃除もテキパキはかどるシンプルキッチン

エ床
ア暖
コ房
ン

給
湯
器

浴シ
室ス
暖テ
房ム
乾バ
ス
燥
機

※写真はイメージです

耐震ロック機構

スライド収納
毎日使う収納だから、
たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。
まな板も調味料ボトルもしっかり整理できます。
たっぷり入って出し入れスマート、使う人にあわせた設計です。

キャビネットが振動すると自動的にロック
され、収納物の飛び出しを防ぎます。

ト洗
イ面
レ化
粧
台

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

スキマレスシンク

※人造大理石ワークトップの場合

排水口・シンク

※人造大理石ワークトップの場合

シンクとカウンターの間にスキマがないから、
さっとふくだけでキレイに。傷や汚れがつい 排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくくなっています。
目皿も取り外して洗えます。
てもナイロンたわしとクリームクレンザーで磨くことでお手入れできます。

標準仕様/間口2100mm・ステンレス天板・食洗なし・コンロ別途

安
心
・
安
全

お得な価格 で ご提供しています。詳細 は お問合せください。

Living & Dining

キッチンまるごと大変身
使いやすさを変えて料理をもっと楽しく自由に。

Wサポートシンク・ナイアガラフロー
○図はイメージです。

傾斜が大きい

傾斜が大きい

シンク底面の傾斜

Wサポートシンク

使い勝手を追求した立体的な2段のレーン
がシンクをサポート。

ナイアガラフロー

大◀

▶小

独自の底面形状と段差のコンビネーション
で、
シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミを
スムーズに洗い流せます。

アシストポケット
快適な調理のために、
キッチンの収納には
取り出しやすさが大切です。

アシストポケット

扉裏にはよく使う道具を立てて
並べて収納できる便利なアシス
トポケットを搭載。
標準仕様/間口2550mm・ステンレス天板・食洗なし・コンロ別途
※写真はイメージです

家族の個性を活かした、
世界でひとつのキッチン空間に。

スライド収納プラン

サイレントレール

天井から足もとまでたっぷりしまえて、
さっと取り出せる。

ミドル吊戸棚 コンロキャビネット

衝撃をやわらげて静かに閉まるサイレント
レールを標準で採用しています。

静音シンク

シンクキャビネット シンク前収納

足元収納

汚れや傷に強いステンレス製で、
さらに、
作業音を抑える制振構造でサイレント性
能にも優れています。

標準仕様/間口2550mm・ステンレス天板・食洗なし・コンロ別途
※写真はイメージです

お得な価格 で ご提供しています。詳細 は お問合せください。

Lease & Credit

リースで無理なく快適生活スタート
これらをすべて含んで、
これらをすべて含んで、

リース

6年間
8年間
10年間

利用
条件

家計にやさしい月々のお支払い
！
家計にやさしい月々のお支払い
！

=

+

本体価格

こんな方が対象です

標準
取付費

対象
商品

（すべての条件を満たすお客さま）

●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

2

「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。

※2

給湯暖房機

Siセンサーコンロ
（据置タイプ）

ふろ給湯器
給湯器

ガスオーブン

浴室暖房乾燥機

レンジフード

衣類乾燥機

（ビルトインタイプ）

（ビルトインタイプ）

※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。

家計にやさしい
月々のお支払いでOK!

無償修理
サービス

+

Siセンサーコンロ

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

1

※1

リース料金に
※1
標準取付費 込み！

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。

3

故障しても ※2
修理費不要！

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。

4

「取替更新」で
最新モデルに！

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
【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
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。
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。

よくあるご質問と回答
Q1 リースは途中で解約できるの？
A

Q2 表示のリース料金以外に支払うお金はないの？

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

、
売買代金をお支
わる費用及び返却費用は、
お客さま負担となります。
）

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

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。

Q3 リース期間満了後はどうなるの？
A

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。

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。

3.終了

※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。

ク
クレジ
レジッ
ットプランのご案内
トプランのご案内

●購入代金：月額リース料金×６ヶ月分

●機器を取り外し、商品をご返却いただきます。

●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。

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。

対象商品
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

●燃料電池（エネファーム・蓄電池）
を含む場合

ご利用金額

5万円以上1,000万円以下

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)

お支払期間(回数)

1年(12回 ) 〜10年(120回)

実質年率

1.90%

実質年率

1.79%

【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。

