
おまかせ  リース
TES熱源機・ミストサウナ・浴室暖房乾燥機

■掲載品の仕様・価格は、2021年7月時点のものです。予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。■掲載品の価格は、京葉住設（株）が定める価格であり、消費税率が10%時点における消費税相当額が含まれてい
ます。■掲載品の価格には標準取付費（既設機器の取り外し、撤去、およびリース機器の取り付けに係る費用）を含みます。その他ガス工事費用、付帯工事費用は含みません。■写真・イラストはイメージです。また、商品写真は印刷
色のため現品の色とは多少異なる場合があります。■「エコジョーズ」は東京ガス（株）、「 」は京葉ガス（株）の登録商標です。

※金額は一例です。商品、設置条件により金額は異なります。

「おまかせ リース」で家計にやさしく、
 家中もっと快適に！

4,400円　　4,400円　　6年契約
ガスオーブン

強い火力で

 より早くよりおい
しく♪

月額リース料金

RSR-S15E-ST（リンナイ製）

2,310円　　2,310円　　6年契約
レンジフード

快適でキレイな

 キッチンに♪

月額リース料金

LGR-3R-AP601SV（富士工業製）

2,090円　　2,090円　　10年契約
衣類乾燥機

ガスのパワフル乾
燥で

 いつでも短時間で
フワフワ♪

月額リース料金

RDT-52SA（リンナイ製）

営業企画部 JL C  2021.7   （1）000

ホームページアドレス https://www.keiyogas.co.jp/

機器に関するご相談は、お近くの京葉ガスサービスショップでも承ります。お電話相談受付窓口

お客さまコールセンター TEL.047（361）0211
受付時間／月曜日～土曜日 9：00～19：00
休 業 日／日曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）等

6,490円　　6,490円　　10年契約

TES熱源機+ミストサウナ

心もからだも

 リフレッシュ&リラッ
クス♪

※ミストサウナは、TES熱源機とセットでのリースとなります。

月額リース料金

FT4220KRSSWCM ＋  FBD-4108BUSK-M
（ノーリツ製）　　　　　　　 （ノーリツ製）

掲載商品以外にも

 多数取り扱っています。

お気軽にお問い合わせ

ください。

お客さまに
ご注意
いただくこと

●所有権について
リース契約が終了となってもガス機器の所有権はリース会社
（京葉住設（株））にあり、お客さまには移りません。なお、リース
期間終了後に「購入」の場合は、所有権がお客さまへ移ります。

●中途解約の場合
リース契約は中途解約はできません。引越しなど、やむを得ず
中途解約される場合は、残リース料金全額を一括でお支払い
いただきます。取り外しの場合、取り外し費用をいただきます。

●リース契約のしくみ
リース契約は、「京葉住設（株）」と「お客さま」の契約です。
手続きは「京葉ガスサービスショップ」が行います。

京葉住設
京葉ガス
グループ

京葉ガス
サービス
ショップ

お客さま
機器取付
依頼

機器取付・
保守サービス

リース契約リース契約

(　　　　)1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年

※購入後の修理費用は有料となります。

※取り外し料金については京葉ガスサービスショップ各店ごとに異なります。

●7年間ご使用後、解約・　　　　　　の場合
8年

●7年間ご使用後、解約・　　　　　　の場合

リース期間

リース期間

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年

残リース料金全額 ＋ 取り外し料金
中途解約 取り外し

残リース料金全額 ＋ ご購入代金

8年

中途解約 購入

取り外し

購入

4,400円　　4,400円　　10年契約
TES熱源機

月額リース料金

HT4216KRSSWCM（リンナイ製）

月々の負担が
少ない

標準取付
費用込み

無料修理
サービス

なら

ミストサウナ

給　湯

浴室暖房乾燥機

月々1,100円　　～で
最新のガス温水システムに！！

ボーナス併用リースなら
10年
契約

高効率で省エネ

地球に家計にやさ
しい給湯暖房機♪



「TES熱源機（給湯暖房熱源機）」または「TES熱源機（給湯暖房熱源機）+浴室暖房乾燥機（ミストサウナ機能付含む）※4」
※4 浴室暖房乾燥機（ミストサウナ機能付含む）単体での契約はできません。

HT4216KRSSWCM
（浴室・台所リモコン、配管カバー含む）

FT4220KRSSWCM（ノーリツ製）
（浴室・台所リモコン、配管カバー含む）

FBD-4108BUSK-M（ノーリツ製）
（リモコン含む）

 TES熱源機

HT4216KRSSWCM
給湯能力24号／暖房能力11.6kW

TES熱源機

TES熱源機

 ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機

FBD-4108BUSK-M
壁掛けタイプ／1.5坪ユニットバス対応

ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機

浴室リモコン

台所リモコン

リモコン

■モデルプラン（一例） 金額は一例です。設置条件により異なります。

リモコン

浴室リモコン

台所リモコン

リース対象機器

ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機

TES熱源機

ガス温水床暖房

温水ラジエーター

暖房用放熱器

●リース開始前からご使用の
TES端末機器は、設置から10
年まで無料修理サービスの対
象となります。

●リース対象機器（TES熱源機、ミストサウナ、浴室
暖房乾燥機）
●リース対象機器のTES熱源機に温水接続された
リース開始前からご使用のTES端末機器（10年以
内に設置）

※給水、給湯、暖房配管は対象外となります。
※リース開始前からご使用のＴＥＳ端末機器とは「ガス温水床暖
房」、「ミストサウナ」、「浴室暖房乾燥機」、「暖房用放熱器」、「温
水ラジエーター」、「TESエアコン」が該当します。ただし、ガス温
水床暖房の仕上げ材（フローリング等）は対象外となります。

故障発生時の修理費用
（出張料・技術料・部品代）を保証

「おまかせ リース」期間内（リース開始日から10年間）
ただし、リース開始前からご使用のTES端末機器は
設置から10年以内となります。

サービス期間

サービス範囲

サービス内容

無料修理サービス範囲

リース開始前からご使用の
TES端末機器

基本プラン ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機プラン

4,400円

月額リース料金・・・・・・・・・・1,100円
ボーナス加算・・・・・・・・・・19,800円

万が一の故障にも安心です。　

ボーナス併用リース

リース対象機器 無料修理サービスについて

月額リース料金

6,490円

月額リース料金・・・・・・・・・・1,100円
ボーナス加算・・・・・・・・・・32,340円

ボーナス併用リース

月額リース料金

購入資金0円で最新機器が使える！京葉ガスの

※標準取付費用含む※標準取付費用含む

（リンナイ製）

スタート リース期
間満了

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

京葉ガスの「おまかせ リース」なら、月々お得な料金で、最新の「TES熱源機」や「浴室暖房乾燥機」がご利用いただけます。

標準取付費用込み※1

万が一の
故障

お得

「おまかせ リース」な
ら購入資金が不要。
「月々のお支払い」
だけで、最新のTES
熱源機や浴室暖房乾
燥機が使えます。

購入資金不要手軽

お支払い方法嬉しい

※1 既設機器の取り外し、撤去、およびリース機器
の取り付けに係る費用であり、ガス工事費用、
その他付帯工事費用は含みません。

通常必要となる
標準取付費が
リース料金に含
まれています。

●京葉ガスの都市ガスをご利用のお客さま

●現在お住まいの住宅に設置される方

●既設持ち家（一戸建住宅・集合住宅）の方

●家庭用として対象機器をご使用される方
リース料金は原則として毎月27日にお客さま指定の口座から引き落とされます。 
ガス料金の口座引き落としと同時ではありません。
※2 ボーナス併用リースの場合は6・12月分または7・1月分に月額リース料金と合わせてボーナス加算分が引き落
としとなります。

新規のご契約（10年間）で新しい機器にお取り替えします。［費用：新規リース契約のリース料金］

ご使用中の機器のままリース期間を延長します。（延長期間：最長2年まで可能）
［費用：再リース料金（1年分）＝月額料金の1か月分］ 　●1年ごとの契約です。●再リース期間中の修理費用は有料となります。

1～10年

11年 12～21年
再リース

年間4,400円

11～20年

リース期間 月々4,400円×120回

1～10年

リース期間 月々4,400円×120回

取替更新（新規リース契約のリース料金）

ご使用中の機器をご購入できます。
［費用：ご購入代金＝月額リース料金の3か月分］
●購入後の修理費用は有料となります。

機器を取り外します。［費用：取り外し料金］
●取り外し料金については京葉ガスサービス
　ショップ各店ごとに異なります。

1～10年

購入（13,200円）
1～10年

終了（取り外し料金）

ご利用条件

毎月定額のお支払い

リース期間：10年間　月額リース料金：4,400円の場合■リース期間終了後は、4つのコースからお選びいただけます

引越しなど、やむを得ず中途解約される場合は、残リース料金全額を一括でお支払いいただきます。

●中途解約・取り外しの場合 残リース料金全額 取り外し料金＋ ●中途解約・ご購入の場合

リース料金のお支払い方法は
2種類からお選びいただけます。

毎月1,100円 + ボーナス加算（年2回）のお支払い

ボーナス併用リース※2月額リース

※京葉住設（株）による事前審査があります。 
※リース期間終了時78歳以上のお客さまの場合は、連帯
保証人さまが必要です。
※機器の設置ができない場合は、ご利用いただけません。

中途解約

リース期間10年間

※再リースを1年とした場合のイメージ。

10年

リース期間 月々4,400円×120回 リース期間 月々4,400円×120回

取替更新（新規リース契約のリース料金）

※3 お客さまに起因する故障、地震等の自然災害による故障は
お客さま負担となります。また、電池等の消耗品の交換、機
器汚損等の性能上の故障でない場合は対象外です。再リー
ス期間中または購入後の修理費用は有料となります。

万が一、リース期間中
に故障しても無料で
修理いたします。

無料修理サービス※3安心

2 再リース

3 購　  入 4 終　  了

新しい機器にお取り替え！

月額リース料金の1か月分

月額リース料金の3か月分

残リース料金全額 ご購入代金＋

1 取替更新


