
幸手都市ガス株式会社

TEL 0480-42-4311
差し上げます

〒３４０-０１２１ 埼玉県幸手市大字上吉羽字天神７４番地

1,000円引券
(

税
込)

2020年12月31日（木）まで有効

３万円（税込）以上の商品をお買い上げの方に値引き
をさせて頂きます。

セール限定クーポン

幸手都市ガス（株）・幸手プロパン(有)

LINEクーポンと併用もできます

※ガス栓を増設する場合は、別途工事費がかかります。

乾太くん実演車
洗濯物を乾かしに行きます

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

電気式衣類乾燥機を

下取りします。※リース対象外

1,000円（税込）で

セール期間 2020年12月末日まで

目指せ1,000人!!
抽選会を企画しています

出張乾燥いたします！！

登録お願いします!!

達成記念キャンペーン

LINEの「友だち追加」で登録できます
「検索ID」から

検索ID
「QRコード」から

@515brpfe

128,000円（税込）

５ｋｇタイプ

セット価格

販 売 価 格 （基本工事費込）

154,000円（税込）8ｋｇタイプ108,000円（税込）３ｋｇタイプ

LINE公式アカウント
はじめました

登録記念クーポン

1,000円引き(税込)クーポンが使えます

２万円以上のご購入で

※クーポン有効期限2022年12月31日まで

セール特典と併用もできます

パワフル温風で

生乾き臭カット
悪臭の原因モラクセラ菌を抑えます

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

商品の詳細

動画で紹介

※ガス栓を増設する場合は、別途工事費がかかります。

大好評！！
レンタルファンヒーターレンタルファンヒーター

４シーズン目でお客さまの所有機器になります。

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。

ご利用の流れ お 届 け ご 利 用 お預かり 掃除・保管

・お客さま専用機器として保管します。

販売価格（下取り対象外）

16,000円（
税
込
）

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
２０２０年１２月～２０２４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。

※当社のガスをご利用中のお客さまが対象です。

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。

専用コード 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。

RC-U5801E

メーカー希望小売価格
91,630円（税込）

38,800円(税込)

商品の詳細

43,800円(税込)

RC-W4401NP-PW
メーカー希望小売価格
86,130円（税込） 商品の詳細

RC-T5801ACP
メーカー希望小売価格
109,780円（税込）

53,800円(税込)

商品の詳細

R-852PMSⅢ（C)

28,800円(税込)

メーカー希望小売価格
43,670円（税込）

停電時でも
使えます

ガス栓増設
お問い合わせください

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。

ガス暖房契約で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

SRC-365E
オープン価格

月々1,700円（税込）

５ｋｇタイプ

セット品込

月々1,980円（税込）8ｋｇタイプ月々1,500円（税込）３ｋｇタイプ

リ ー ス 料 金
乾太くんリース
はじめました！！

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

ガス暖房機ご利用の
お客さまが対象です



c                                                    

c                                                    

温度センサーなしコンロとは、バーナーに温度センサーが付いていないコンロ
または、一部のバーナーにのみ温度センサーが付いているコンロ
※当社のガスをご利用中のお客さまが対象です。

温度センサーなしコンロを

1,000円（税込）で下取りします。

※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。

レンジフード

ディスクを掃除するだけ。内部ファンの掃除は必要ありません。

ディスクの取り外し ディスクの水洗い

10,800円相当プレゼント!!
OGRシリーズご購入でカタログギフト

4,800円相当プレゼント!!
XGRシリーズご購入でカタログギフト

参考価格 245,300円（税込/基本取替工事費込）

ＯＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ602Ｒ/ＬＳＶ

168,000円(税込)

さらに連動コンロとセットで20,000円引き（税込）

動画で紹介

商品の詳細

ＸＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ603ＳＶ

参考価格 201,300円（税込/基本取替工事費込）

140,000円(税込)

さらに連動コンロとセットで20,000円引き（税込）

商品の詳細

ＬＧＲ-3Ｒ-ＡＰ601ＳＶ

参考価格 168,300円（税込/基本取替工事費込）

110,000円(税込)

さらに連動コンロとセットで13,000円引き（税込）

商品の詳細

メーカー希望小売価格 51,480円（税込）

ＰＡ-Ｓ42ＢＭＡ

23,800円(税込)

ＰＡ-Ｓ42Ｂ

19,800円(税込)

メーカー希望小売価格 49,280円（税込）

37,800円(税込)

ＲＴ66ＷＨ1ＲＧ-ＢＡ
メーカー希望小売価格 83,380円（税込）

「炊飯鍋３合用」
プレゼント

参考価格 253,550円
（税込/基本工事費込）

通常販売価格
3,000円（税込）

ＲＨＳ71Ｗ23Ｌ9ＲＳＴＷ

130,000円

商品の詳細
※60㎝タイプ
-3,000円(税込)

(

税
込)

※60㎝タイプ
-3,000円(税込)

ＰＤ-809ＷＳ-75ＧJ
参考価格 218,350円
（税込/基本工事費込）

商品の詳細

通常販売価格
9,000円（税込）

「ラ・クックグラン」

プレゼント

96,800円

(

税
込)

※75㎝タイプ
+3,000円(税込)

Ｎ3ＷＱ6ＲＷＴＳ6ＳＩ

参考価格 172,150円
（税込/基本工事費込）

「炊飯鍋３合用」
「クックボックス」

プレゼント
通常販売価格
10,000円（税込）

商品の詳細

74,800円

(

税
込)

「ココットプレート」

プレゼント

44,800円(税込)

通常販売価格
5,800円（税込）

ＲＴＳ65ＡＷＫ1Ｒ-Ｃ
メーカー希望小売価格 98,780円（税込）

万能鍋「ザ・ココット」付属
コンロ上で無水・低温料理が気軽に
グリルで庫内汚さず、オーブン調理

専用アイテム

鍋を置いていないと点火しない。
点火後、鍋を離すと１分後に自動消火。
誤着火、消し忘れを防止します。

のワンランク上の安全機能

「T-falフライパン」

プレゼント

ＲＨＳ71Ｗ31Ｅ14ＲＣＳＴＷ

参考価格 362,450円（税込/基本工事費込）

商品の詳細

※60㎝タイプ
-3,000円(税込)

183,000円

(

税
込)

ＲＶＤ-Ｅ2405ＡＷ2-1（Ａ）

ＭＢＣ-240Ｖ
参考価格 542,520円（税込/基本工事費込）

215,000円(税込)

暖房機能付ふろ給湯器 ガス暖房契約対象商品

マイクロバブルバスユニット内蔵ふろ給湯器

ＲＵＦ-ＭＥ2406ＡＷ

ＭＢＣ-ＭＢ240ＶＣ

288,000円(税込)

参考価格 661,100円（税込/基本工事費込）

リラックス

洗浄効果 保 湿

温浴効果
商品の詳細

ＵＦ-ＭＢ1201ＡＬ-10Ａ

200,000円(税込)

ＧＴ-Ｃ2462ＡＷＸ

ＲＣ-Ｊ101Ｅ

参考価格 505,120円（税込/基本工事費込）

ＲＵＦ-Ａ2405ＡＷ（Ｂ）

ＭＢＣ-240Ｖ

150,000円(税込)

参考価格 458,040円（税込/基本工事費込）

ふろ給湯器

188,000円(税込)

ＲＵＦ-Ｋ2406ＡＷ

ＭＢＣ-240Ｖ

メーカー希望小売価格オープン価格

ピュアレストQR
（手洗い付）

掃除しやすい形状

商品の詳細

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/基本工事費込）

商品の詳細

〈便器〉 ＣＳ232ＢＭ＃ＮＷ1
〈タンク〉 ＳＨ233ＢＡ＃ＮＷ1

58,000円(税込)

おすすめパック

142,000円(税込)

・ハイドロセラフロアJ（床）
・天井、壁紙貼替

・クッションフロア（床）

・天井、壁紙貼替

おすすめパック

1ｓｓｄｆｓⅮｄｄｓｄｄ

ＴＫＳ05308Ｊ
参考価格

71,280円
（税込/基本工事費込）45,800円(税込)

ＴＫＳ05303Ｊ

参考価格

54,890円
（税込/基本工事費込）37,800円(税込)

ＴＢＶ03401Ｊ
参考価格

53,680円
（税込/基本工事費込）

33,800円(税込)

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/基本工事費込） 75,000円(税込)プラス

動画で紹介で
ヒートショックを予防しよう

BV1

126,000円(税込)

〈洗浄便座〉 ＴＣＦ2212E＃ＮＷ1

参考価格 242,550円
（税込/基本工事費込）

セット価格

セット価格


