
箱ティッシュ（5個）

ポケットティッシュ
（2個）

ショールーム抽選会

3万円以上のお買い物

1,000円引き！来場特典で
（税込）

セブン＆アイ共通商品券

電気

6月30日まで幸手都市ガス
電気代基本料金

※対象：「基本プラン・ずっとも電気３」新規申し込み

３ヶ月無料

のご提案

年間4,700ｋWh（40A）ご利用の場合

ガス・電気セット割

基本料金と電力量料金の

-0.5%

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

年間 約126,800円/年

年間 約116,600円/年

※1

※2

電 気 料 金

約 -6,200円/年

電力量料金

約 -3,400円

基本料金3ヶ月無料
新規お申し込み時

電 気 料 金

約 -10,200円

１年目

１年目/年間
幸手都市ガスのガスをご契約中で

戸建3人世帯

● 試算条件等：電気料金は季節に応じて変化するため、家庭用の平均的な月別使用量比率（東京ガス調べ）に従って年間電気使用量を各月に割り付けたうえで試算しています 。口座振替割引を含まず、
消費税・再生可能エネルギー発電促進賦課金を含み、2021年4月時点の燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価で計算しています。お客さまのご使用状況によっては同じ世帯人数や
住居形態でも年間使用量や料金メリットが異なることがあります。

※1 年間の合計金額には、基本料金、電力量料金に加え、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。
※2 年間の合計金額には、基本料金、電力量料金、ガス ・電気セット割、新規申込割（電気代基本料金３か月無料）に加え、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。
※3 幸手都市ガスのガスと電気（基本プラン・ずっとも電気3）のご使用場所およびご契約者が同じであり、ガス料金と電気料金を合算してお支払いいただける方が対象です。「基本プラン」をご契約の方には

「ガス・電気セット割（定率）」を適用し、電気需給契約ごとに毎月の電気料金の基本料金および電力量料金の合計額（税込。付帯メニューの適用がある場合は、この「ガス・電気セット割（定率）」を除く
すべての付帯メニューを適用した後の合計額。）の0.5％を割引（小数点以下切り捨て）します。

● 幸手都市ガス（株）は東京ガス（株）の取次店として電力を販売しております。 小売電気事業者：東京ガス株式会社（登録番号A0064）。掲載料金は、税込表示です。

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

≪ショールームに来て見てください≫

３ヶ月無料基本料金

1,000円引き！同時購入機器から

１

２

使用量に関わらずおトクに

（税込）

セール限定クーポン

1,000円引き!!

検索ID

「友だち追加」はこちら

@515brpfe

3万円以上のお買い物で
（税込）

（税込）

（特典併用可）

※３

今がチャンス！！
国から補助金がもらえます。

5万円～６０万円
リフォーム工事＆省エネ機器

詳細は次ページへ

納品にお時間をいただく場合がございます。故障前にご検討ください

契約電流 料金（税込）

15A 429.00円

20A 572.00円

30A 858.00円

40A 1,144.00円

50A 1,430.00円

60A 1,716.00円

契約容量（1ｋＶＡ） 286.00円

基本料金

幸手都市ガス㈱は東京ガス㈱の取次店として電気を販売します。小売電気事業者：東京ガス株式会社（登録番号A0064）

電力量料金がすべての段階でおトク
（東京電力エナジーパートナー 従量電灯Bとの比較）

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

電力量料金

電気の詳細は
ホームページで

ガスと一緒に
検針票が入ります

2022



ポイント

※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。

補助

交付申請
2023年3月31日まで補助合計額が5万円以上から申請可能！！

お問い合わせお待ちしております TEL 0480-42-4311

ふろ給湯器（ ） 24,000円

節水型トイレ 17,000円、19,000円

浴室・台所・洗面水栓（節湯水栓） 5,000円

対 象 工 事

高断熱浴槽 24,000円

今がチャンス！！

追 加 工 事 （対象工事に追加して申請できる工事）

幸手都市ガス 安心施工
信頼のサポート！！

・子育て対応改修
（ⅰ）家事負担の軽減に資する設備の設置

・ビルトイン自動調理対応コンロ

・掃除しやすいレンジフード

・浴室乾燥機

・ビルトイン食器洗機

・宅配ボックス

（ⅱ）防犯性の向上に資する開口部の改修

（ⅲ）生活騒音への配慮に資する開口部の改修

（ⅳ）キッチンセットの交換を伴う対面化改修

・バリアフリー改修

・空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

・耐震改修

・リフォーム瑕疵保険等への加入

13,000円

10,000円

20,000円

19,000円

10,000円

17,000円～43,000円

2,000円～32,000円

86,000円

5，000円～150,000円

19,000円～24,000円

150,000円

7,000円

窓・ドアの断熱改修 2,000円～32,000円

外壁、屋根、天井又は床の断熱改修 18,000円～102,000円

太陽熱利用システム 24,000円

国土交通省
こどもみらい住宅支援事業

国の補助が使えます

が目印

が目印

補助額

補助額

102,000円(税込)

ＰＤ-809ＷＳ-75ＧJ
参考価格 218,350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）

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）

参考価格 265,650円（税込）

ＲＨＳ71Ｗ32Ｌ22ＲＳＴＷ

135,000円(税込)通常販売価格
3,000円（税込）

無水調理鍋をガスコンロメーカー
のリンナイが開発！！

ＲＢＯ-ＭＮ22（ＷＨ，ＭＢ）
メーカー希望小売価格 27,500円（税込）

22,000円(税込)

レシピブック付

ガスコンロ開発経験を活かし、リンナイ
独自の技術と高い加工精度で調理性能を発揮。

※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

※

便利機能
一覧

水無両面焼 グリル専用器

スモークオフ 炊飯・温調機能

グリル専用器対応

感震停止

対応オートグリル

納品にお時間をいただく場合がございます。
新型コロナウイルス感染拡大による影響や世界的な電子部品・樹脂材料等の不足による生産遅延のため

故障前にご検討ください

153,000円(税込)

Ｎ3Ｓ13ＰＷＡＳＰＳＴＥＳ
参考価格 284,350円（税込）

〔マルチグリル〕

今治タオル
プレゼント

油はねガード（別売） DP0150

2,400円(税込)

メーカー希望小売価格 3,520円（税込）

Ｎ3ＷＴ6ＲＷＴＮＡＳＩ 参考価格 172,150円（税込）

85,000円(税込)

クックボックス（別売）
LP0156

6,000円(税込)

メーカー希望小売価格 8,800円（税込）

今治タオル
プレゼント

ＲＨＳ71Ｗ31Ｅ14ＲＣＳＴＷ
参考価格 380,050円（税込）

193,000円(税込)通常販売価格
3,000円（税込）

22ｃｍ幅

レンジフード

レンジフード連動 コンロとセットで10,000円引き
コンロ連動 が対象 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
(税込)

ＸＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ604ＳＶ

参考価格 227,700円（税込）

165,000円(税込)

参考価格 267,630円（税込）

ＯＧＲ-ＲＥＣ-ＡＰ602Ｒ/ＬＳＶ

195,000円(税込)

ＮＦＧ6Ｓ23ＭＳＩ

参考価格 201,300円（税込）

140,000円(税込)

ＮＦＧ6Ｓ22ＭＳＩ

参考価格 168,300円（税込）

121,000円(税込)

コンロ連動なしタイプ

-21,200円（税込）

※セット購入特典対象外



※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。※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。

80万円（税込）以上のご成約で

≪ご成約特典≫

セブン＆アイ共通商品券10,000円分プレゼント

Ｉ型 2550ｍｍ
参考価格 1,498,420円（税込）

105万円(税込)

※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。

ステディア

動画

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

期間限定
成約特典 【まな板ラック】

プレゼント

傷つきにくい・汚れにくい

1616サイズ
参考価格 1,384,350円（税込）

119万円(税込)

レラージュ

浴室を保温材で包むから

【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

暖かさ長持ち

期間限定
成約特典

税込65,000円の

【床ワイパー洗浄】
ボタンを押すだけで床を除菌洗浄

動画

品をプレゼント
ＨT1616サイズ Ｓタイプ

参考価格 1,954,535円（税込）

98.8万円(税込)

サ ザ ナ

【おそうじ浴槽 YFS31】
ボタンを押して自動洗浄

動画

16.5万円

(

税
込)

通常販売価格

納品にお時間をいただく場合がございます。 新型コロナウイルス感染拡大による影響や世界的な電子部品・樹脂材料等の不足による生産遅延のため故障前にご検討ください

ふろ給湯器

ＲＵＦ-Ａ2405ＡＷ（Ｂ）

ＭＢＣ-240Ｖ

158,000円(税込)

参考価格 487,630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
438,350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
38,940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。

222,000円(税込)

ＧＴ-Ｃ2462ＡＷＸ-2

ＲＣ-Ｊ101Ｅ

参考価格 510,620円（税込）

今治タオル
プレゼント

223,000円(税込)

ＲＶＤ-Ｅ2405ＡＷ2-1（Ａ）

ＭＢＣ-240Ｖ
参考価格 577,500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 81,000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

浴室暖房機

マイクロバブルバスユニット

ＵＦ-ＭＢＵ3
ＭＢＣ-ＭＢ240ＶＣ
ＵＦ-ＭＢ1201ＡＬ-10Ａ 109,000円(税込)

プラス

プラス

マイクロバブルバスユニット内蔵ふろ給湯器

人気のバブルを浴槽で

ＲＵＦ-ＭＥ2406ＡＷ

ＭＢＣ-ＭＢ240ＶＣ

参考価格 703,890円（税込）

ＵＦ-ＭＢ1201ＡＬ-10Ａ

リラックス

洗浄効果 保 湿

温浴効果

※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。

通常セール販売価格

304,000
(税込)

円 250,000 (税込)

円

在庫限り

動画

【ユーティリティシンクE】
動画

調理がはかどる3層構造。
「洗う・切る・捨てる」
の作業をスムーズに

※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。

Ｉ型 2550ｍｍ
参考価格 1,049,510円（税込）

90.2万円(税込)

トレーシア

動画

【高品位ホーロー】

・キズや衝撃に強い
・汚れに強い
・熱に強い

プラス



メーカー希望小売価格
35,640円（税込）

ＲＲ-050ＶＱ（Ｗ）
1～5合

炊飯メニュー

26,800円(税込)
メーカー希望小売価格
101,640円（税込）

ＲＲ-055ＭＴＴ（ＭＢ）

71,800円(税込)

1～5.5合

炊飯メニュー

※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。※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。

C12N型
片開き扉

リシェント

297,000円(税込)

参考価格
437,580円（税込/基本工事費込）

気になる空気をリフレッシュ
・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

488,000円(税込)

参考価格 782,980円（税込/基本工事費込）

リシェント

採風付扉

セット品

・本体 ＲＤＴ-54Ｓ-ＳＶ
・専用台 ＤＳ-54ＨＳＦ
・排湿管セット ＤＰＳ-80Ａ
・ガスコード2ｍ
参考価格
208,120円（税込）

動画で紹介

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

127,000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。

174,000円（税込）8ｋｇタイプ

151,000円（税込）５ｋｇタイプ

ガスのパワーで生乾き臭をカット
99.9％菌を減少

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

外干しだと花粉が付いて

イヤ～

メーカー希望小売価格
51,480円（税込）

ＰＡ-Ｓ42ＢＭＡ

24,800円(税込)

取付・処分費込価格

ＰＡ-Ｓ42Ｂ

20,800円(税込)

メーカー希望小売価格
49,280円（税込）

水無両面焼 オートグリル

安心安全機能 温調機能

便利機能
一覧

「ココットプレート」
通常販売価格 6,100円（税込）プレゼント

49,800円(税込)

ＲＴＳ65ＡＷＫ1Ｒ-Ｃ
メーカー希望小売価格 103,730円（税込）

42,800円(税込)

ＲＴ66ＷＨ7ＲＧ-ＣＷ
メーカー希望小売価格
87,560円（税込）

(ゴムホース付)

動画

92,800円(税込)

参考価格 246,290円（税込/基本工事費込）

Ｖシリーズ 75ｃｍタイプ
〈化粧鏡〉 ＬＭＰＢ075Ａ3ＧＤＣ1Ｇ

〈洗面下台〉 ＬＤＰＢ075ＢＪＧＥＮ2Ｃ

65,000円(税込)

・クッションフロア（床）
・天井・壁紙貼替内装貼替パック

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)

58,000円(税込)

・クッションフロア（床）

・天井・壁紙貼替

内装貼替パック①

142,000円(税込)

・ハイドロセラフロアJ（床）
・天井・壁紙貼替

内装貼替パック②

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）

動画最高級のデザイン

憧れるトイレ
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）

動画

納品にお時間をいただく場合がございます。 新型コロナウイルス感染拡大による影響や世界的な電子部品・樹脂材料等の不足による生産遅延のため故障前にご検討ください

８年メーカー保証

+15,070円（税込）

新規取付

セット価格
≪取替の場合≫

表示価格から+2,000円

ガスコード1ｍ付 ゴムホース付

底が広くて大容量の

ひろびろボウル

154,000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

BV1

126,000円(税込)
〈洗浄便座〉 ＴＣＦ2213E＃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）

202,000円(税込)

〈洗浄便座〉 ＣＷ-ＥＡ22ＱＣ

〈便器〉 ＹＢＣ-Ｚ30Ｈ
〈タンク〉 ＹＤＴ-Ｚ380Ｈ

参考価格 328,900円（税込）


