
電気

第1段階料金

第2段階料金

第3段階料金

19.78
円/kWh

25.29
円/kWh

27.36
円/kWh

26.48
円/kWh19.88

円/kWh

30.57
円/kWh

東京電力エナジーパートナー
従量電灯B

幸手都市ガス基本プラン

電
力
量
料
金
単
価

120kWh         300kWh      使用電力量/月

電気の詳細は
ホームページで

お切り替えがまだの方は
電力量料金が

すべての段階でおトク

1,000円（税込）引き!!
≪ 2万円（税込）以上のお買い物 ≫ ※クーポン有効期限 2022年12月31日まで

検索ID「友だち追加」はこちら

@515brpfe

「友だち追加」でクーポンGET!!LINE登録記念クーポン

電気代基本料金３ヶ月無料

ガスと電気をまとめて良いコトいっぱい

検針票が届きます。
ガスと一緒に検針票が入るので便利で安心。

申込みも簡単。
電力会社への解約手続きは弊社で行います。

使用量に関わらずおトク。
東京電力エナジーパートナー㈱の電気料金プラン「従量

電灯B・C」の料金単価と比較して安くなります。

１・２月号幸手都市ガス

PICKUP商品

購入機器から

幸手都市ガス

のご提案

税込1,000円値引き

①

②

※対象：「基本プラン・ずっとも電気３」新規申し込み

レンタルファンヒーター

１シーズン（レンタル料金） 4,200円（税込）

レンタル契約期間
２０２1年１２月～２０２５年４月の4年間

※当社のガスをご利用中のお客さまが対象です。

販売価格（下取り対象外）

16,000円 （
税
込
）

レンタルカスファンヒーター
面倒な給油や燃料切れがありません

レンタル期間終了後も、有料で掃除・お預かりサービスがあります。

・使用しない時期にお預かりします。

お届けから掃除・保管します
・内部まで掃除します。

・お客さま専用機器として保管します。

４シーズン目でお客さまの所有機器になります。

SRC-365E
オープン価格

ご利用の流れ お 届 け ご 利 用 お預かり 掃除・保管

ファンヒーター

暖房機 下取り対象品
●灯油ストーブ
●灯油ファンヒーター
●電気ストーブ※ガス暖房機のご購入１台につき、１台下取りします。当社のガスをご利用中のお客さまが対象です。

ストーブ

R-852PMSⅢ（C)

28,800円(税込)

メーカー希望小売価格
43,670円（税込）

停電時も
使えます

RC-T5801ACP
メーカー希望小売価格
109,780円（税込） 53,800円(税込)

RC-W4401NP-PW
メーカー希望小売価格
86,130円（税込） 43,800円(税込)

ガスコード 1m 2,600円 2m 3,100円 3m 3,600円 4m 4,100円 5ｍ 4,600円
（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

※ご利用には、ガス栓が必要です。ガス栓増設には、別途工事費がかかります。

ガス暖房契約でガス料金がおトクに
暖房機器を使うとご家庭のガス料金単価が安くなる

申し込みが
必要です

さらにおトク
①中学校卒業までのお子様が同居するご家庭

②満７０歳以上の方がお住まいのご家庭 ３％割引!!
５％割引!!①、②の条件を共に満たすご家庭は

子育て・高齢者応援割引

壁コンセントタイプ

床コンセントタイプもご用意しています

ガス栓増設

幸手プロパン有限会社

TEL 0480-43-3688
〒３４０-０１１５ 幸手市中４丁目２０-３３

幸手都市ガスグループ幸手都市ガス株式会社

TEL 0480-42-4311
〒３４０-０１２１ 埼玉県幸手市大字上吉羽字天神７４番地

③

2,000円分のQUOカードをプレゼント
（期間：2022年1月11日～2022年4月28日）



ふろ

マイクロバブルバスユニット内蔵ふろ給湯器

250,000円(税込)

リラックス

洗浄効果 保 湿

温浴効果

シャワーヘッドで人気が高まった
話題のマイクロバブル・ウルトラファインバブル を浴槽で

ＲＵＦ-ＭＥ2406ＡＷ

ＭＢＣ-ＭＢ240ＶＣ

参考価格 661,100円（税込）

ＵＦ-ＭＢ1201ＡＬ-10Ａ

※既設のふろ給湯器（対応機種に限る）とお風呂の間にマイクロバブルバスユニットを設置することもできます。詳しくはお問い合わせください。

動画

226,000円(税込)

ＲＶＤ-Ｅ2405ＡＷ2-1（Ａ）

ＭＢＣ-240Ｖ
参考価格 542,520円（税込）

暖房機能付ふろ給湯器

浴槽循環穴を ２穴 から １穴 への工事はプラス20,000円（税込）です。

ガス暖房契約対象商品

80,000円(税込)プラス

ＲＢＨ-Ｗ414ＫＰ
・ＢＨＯＴ-Ｗ002（Ｂ）配管セットＢ
・ＲＢＫ-Ｗ054ランドリーパイプセット

参考価格 162,250円（税込）

浴室暖房機

ふろ給湯器

ＲＵＦ-Ａ2405ＡＷ（Ｂ）

ＭＢＣ-240Ｖ

158,000円(税込)

参考価格 458,040円（税込）

ＲＵＦ-Ａ2400ＡＧ（Ｂ）

ＭＢＣ-155Ｖ（Ａ）

158,000円(税込)

オープン価格

メーカー希望小売価格
409,640円（税込）

198,000円(税込)

ＲＵＦ-Ｋ2406ＡＷ

ＭＢＣ-240Ｖ

オープン価格

メーカー希望小売価格
36,300円（税込）

浴槽循環穴を ２穴 から １穴 への工事はプラス20,000円（税込）です。

マイクロバブルバスユニット

ＵＦ-ＭＢＵ3
ＭＢＣ-ＭＢ240ＶＣ
ＵＦ-ＭＢ1201ＡＬ-10Ａ 44,000円(税込)

参考価格 151,690円（税込） システムバス

システムキッチン

ＨT1616サイズ Ｓタイプ
参考価格
1,954,535円（税込）

98.8万円(税込)

【おそうじ浴槽 YFS31】

動画

16.5万円(税込)

動画

【床ワイパー洗浄】

6.5万円(税込)

1616サイズ
参考価格
1,384,350円（税込）

118.3万円(税込)

傷つきにくい・汚れにくい

【アクリル人造大理石浴槽】

美しさと高級感を持ち備えた浴槽

浴室を保温材で包むから

暖かさ長持ち

構造自体がステンレスだからカビ・ニオイに強い

動画

Ｉ型 2550ｍｍ

参考価格
1,450,240円（税込）

103.8万円(税込)

動画

※上記価格にはビルトインコンロ・ガス工事は含まれておりません。

水を利用して野菜クズなどを排水口に！
お手入れの手間を軽減します

Ｉ型 2550ｍｍ
参考価格
1,467,686円（税込）

89万円(税込)

「Wサポートシンク」

シンクは洗うだけの場所じゃない

動画

※上記価格にはビルトインコンロ・ガス工事は含まれておりません。

調理と後片付けをサポート

システム
バス

システム
キッチン

※新型コロナの影響により商品の入荷にお時間を要する場合がございます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。 ※参考価格とはメーカー希望小売価格と基本工事費を合計した価格です。場所によっては、設置できない場所や追加工事が発生する場合があります。写真はイメージです。

納品にお時間がかかります。 ・東南アジア諸国での新型コロナウイルス感染拡大による影響・世界的な半導体の需給ひっ迫による影響

213,000円(税込)

ＧＴ-Ｃ2462ＡＷＸ-2

ＲＣ-Ｊ101Ｅ

参考価格 510,620円（税込）



テーブル

参考価格 245,300円（税込）

ＯＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ602Ｒ/ＬＳＶ

177,000円(税込)

ディスク・オイルガード等のお手入れは３ヶ月に１回程度。

ディスクのお手入れ

お手入れ
簡単な

レンジフード

ＸＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ604ＳＶ

参考価格 209,000円（税込）

154,000円(税込)

ＬＧＲ-3Ｒ-ＡＰ601ＳＶ

参考価格 168,300円（税込）

116,000円(税込)

ＴＬＲ-3Ｓ-ＡＰ601ＳＶ

参考価格 135,300円（税込）

105,000円(税込)

取付・処分費込価格（ゴムホース付）

水無両面焼 ｸﾞﾘﾙ専用器対応

安心安全機能 温調機能

便利機能
一覧

ＲＴＳ65ＡＷＫ1ＲＧ-Ａ

51,800円(税込)

メーカー希望小売価格
83,380円（税込）

39,800円(税込)

ＲＴ66ＷＨ7ＲＧ-ＣＷ

メーカー希望小売価格
107,580円（税込）

ＰＡ-Ｓ42ＢＭＡ

24,800円(税込)

メーカー希望小売価格
51,480円（税込）

ＰＡ-Ｓ42Ｂ

20,800円(税込)

メーカー希望小売価格
49,280円（税込）

レンジフード連動 コンロとセットで10,000円（税込）値引き

コンロ連動 が対象

レンジフード掲載商品の
つけ忘れ、消し忘れがコレで解決

ガスコンロ
点火

レンジフード
換気開始

ガスコンロ
消火

レンジフード
換気停止

ハンドソープ
プレゼント

2022年

3月31日まで

ハンドソープ
プレゼント

2022年

3月31日まで

ハンドソープ
プレゼント

2022年

3月31日まで

ハンドソープ
プレゼント

2022年

3月31日まで

便利機能
一覧

水無両面焼
グリル専用器
対応オートグリル

スモークオフ 炊飯・温調機能

グリル専用器対応

感震停止 ※温度センサーなしコンロとは、全口に温度センサーが付いていないコンロです。
当社のガスをご利用中のお客さまが対象です。

ビルトイン・テーブルコンロ対象

1,000円（税込）で下取りします。

温度センサーあり
温度センサーなしコンロ を

※

ＲＨＳ71Ｗ31Ｅ14ＲＣＳＴＷ
参考価格 362,450円（税込）

193,000円

(

税
込) 146,000円

Ｎ3Ｓ13ＰＷＡＳＰＳＴＥＳ
参考価格 284,350円（税込）

〔マルチグリル〕

(

税
込)

メーカー希望小売価格
48,180円（税込）

ＲＲ-050ＶＱＴ（ＤＢ）
1～5合

炊飯メニュー

35,800円(税込)
メーカー希望小売価格
98,780円（税込）

ＲＲ-055ＭＴＴ（ＭＢ）

68,800円(税込)

1～5.5合

５段階調整機能

炊飯メニュー

参考価格 261,250円（税込）

ＲＨＳ71Ｗ32Ｌ22ＲＳＴＷ

135,000円

(

税
込)

7,000円

(

税
込)

メーカー希望小売価格 8,800円（税込）

Ｎ3ＷＴ6ＲＷＴＳ6ＳＩ
参考価格 172,150円（税込）

78,800円

(

税
込)

参考価格 160,050円（税込）

ＰＤ-509ＷＳ-60ＣＶ

77,800円

(

税
込)

通常販売価格
3,278円（税込）

通常販売価格
9,800円（税込）

102,000円

ＰＤ-809ＷＳ-75ＧJ
参考価格 218,350円（税込）

(

税
込)

通常販売価格
3,278円（税込）

通常販売価格
9,800円（税込）

※新型コロナの影響により商品の入荷にお時間を要する場合がございます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。 ※参考価格とはメーカー希望小売価格と基本工事費を合計した価格です。場所によっては、設置できない場所や追加工事が発生する場合があります。写真はイメージです。

納品にお時間がかかります。 ・東南アジア諸国での新型コロナウイルス感染拡大による影響・世界的な半導体の需給ひっ迫による影響



リシェント

ピュアレストＥＸ （手洗い付）

アプリコットＦ１Ａ （洗浄便座）

215,000円(税込)

〈洗浄便座〉 ＴＣＦ4713ＡＫＲ＃ＮＷ1

〈便器〉 ＣＳ400ＢＭ＃ＮＷ1
〈タンク〉 ＳＨ401ＢＡ＃ＮＷ1

参考価格 322,190円（税込）

ネオレストAH1 （タンクレス）

298,000円(税込)

〈一体型便器〉 CES9788MS＃NW1

参考価格 451,000円（税込）

最高級のデザイン

憧れるトイレ

58,000円(税込)

内装貼替セット
・クッションフロア（床） ・天井、壁紙貼替

142,000円(税込)

・ハイドロセラフロアJ（床） ・天井、壁紙貼替

内装貼替セット ・抗菌・抗ウイルス・防臭効果

ハイドロセラフロアJ

1ｓｓｄｆｓⅮｄｄｓｄｄ

ＴＢＶ03401Ｊ

参考価格
53,680円
（税込/基本工事費込）

35,800円(税込)

ＴＫＳ05303Ｊ

参考価格
54,890円
（税込/基本工事費込）

39,800円(税込)

ＴＫＳ05308Ｊ

参考価格
71,280円
（税込/基本工事費込）

48,800円(税込)

底が広くて大容量の

ひろびろボウル

148,000円(税込)

参考価格
270,930円（税込/基本工事費込）

ピアラ 75ｃｍタイプ
〈化粧鏡〉 ＭＡＲ2-753ＴＸＳＵ

〈洗面下台〉 ＡＲ3Ｈ-755ＳＹ/ＬＰ２Ｈ

広くて深い

「ひろびろ陶器ボウル」

178,000円(税込)

参考価格
314,710円（税込/基本工事費込）

サクア 75ｃｍタイプ

〈化粧鏡〉 ＬＭＷＢ075Ａ3ＧＥＣ2Ｇ

〈洗面下台〉 ＬＤＳＷＢ075ＢＣＧＥＮ1Ｍ

動画
動画

BV1

126,000円(税込)
〈洗浄便座〉 ＴＣＦ2212E＃ＮＷ1

参考価格 242,550円（税込）

ピュアレストQR
（手洗い付）

〈便器〉 ＣＳ232ＢＭ＃ＮＷ1
〈タンク〉 ＳＨ233ＢＡ＃ＮＷ1

セット

アプリコットF1A

178,000円(税込)
〈洗浄便座〉 ＴＣＦ4713ＡＫＲ＃ＮＷ1

参考価格 300,960円（税込）

リモコンタイプ
オート洗浄タイプ

セット

アメージュZ （手洗い付）

New PASSO EA22 （洗浄便座）

196,000円(税込)

〈洗浄便座〉 ＣＷ-ＥＡ22ＱＣ

〈便器〉 ＹＢＣ-ＺＡ10ＡＨ
〈タンク〉 ＹＤＴ-ＺＡ180ＡＨ

参考価格 322,850円（税込）

65,000円(税込)クッションフロア（床）+天井・壁紙貼替

内装貼替セット

C12N型
片開き扉

リシェント

283,000円(税込)

参考価格 413,380円（税込/基本工事費込）

風通しが良くニオイ・湿気を軽減

・網戸付きで虫をガード

・カギを閉めたまま、
換気が可能

採風付扉

M83型
親子扉

474,000円(税込)

参考価格 758,780円（税込/基本工事費込）

リシェント

採風付扉

気になる空気をリフレッシュ

施工前 施工後
オプション②

カザスプラス〔電池式〕

動画

カードやケータイでピッと
カギを開ける

＋55,000円(税込)

オプション①

タッチキー〔電池式〕

動画

ボタンでピッとカギを開ける

＋82,500円(税込)

Ｚ-007ＲＭ-ＤＶＢＫ

セット品

・本体 ＲＤＴ-54Ｓ-ＳＶ
・専用台 ＤＳ-54ＨＳＦ
・排湿管セット ＤＰＳ-100Ａ
・ガスコード2ｍ
参考価格
200,090円（税込）

ガスのパワーで生乾き臭をカット
99.9％菌を減少

動画で紹介

ガスのパワーでスピード乾燥
電気式と比べて約1/3の時間

※ガス栓を増設する場合は、別途工事費がかかります。セット価格は、新規取付の価格です。

安心８年保証リース

月々1,980円（税込）

月々1,500円（税込）

セット品・基本工事費込料金

８ｋｇタイプ

３ｋｇタイプ

月々1,700円（税込）５ｋｇタイプ

114,000円（税込）
3ｋｇタイプ

電気式衣類乾燥機
1,000円（税込）で下取りします。
※リース対象外。別途家電リサイクル料金がかかります。

163,000円（税込）
8ｋｇタイプ

135,000円（税込）
５ｋｇタイプ

セット価格 ８年保証申し込みいただけます
プラス15,070円（税込）で

無利息分割払いできます。
※既にガス料金口座引き落としのお客様が対象です

10万円以下３回払い
50万円以下１０回払い

※新型コロナの影響により商品の入荷にお時間を要する場合がございます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。
※参考価格とはメーカー希望小売価格と基本工事費を合計した価格です。場所によっては、設置できない場所や追加工事が発生する場合があります。写真はイメージです。

納品にお時間がかかります。 ・東南アジア諸国での新型コロナウイルス感染拡大による影響・世界的な半導体の需給ひっ迫による影響

納品にお時間がかかります。
・東南アジア諸国での新型コロナウイルス感染拡大による影響
・世界的な半導体の需給ひっ迫による影響

動画


