
4人家族のケース●おトク額比較イメージ

ミント

お電話での
ご注文も
承ります。

今すぐお電話を！ もちろんお見積無料!！⬇今すぐお電話を！ もちろんお見積無料!！⬇

ホワイト

※暖房のめやすは都市ガス（13A）の場合です。※品切れの節はご了承ください。詳しくは販売店までお問い合わせください。

「プラズマクラスター」搭載

さまざまな空間にマッチ コンパクトタイプ

洗練されたデザインでインテリアにマッチ

プラズマクラスター
ロゴおよびプラズマ
クラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の
登録商標です。

スタンダードモデルスタンダードモデル

ガスファンヒーターガスファンヒーター

140-6073型
（パールホワイト）
140-6083型

（マットブラック）
寸法（mm）：高さ486×幅430×
奥行160（228※脚部含む）マットブラック

パールホワイト
マットローズ

メタリックシルバー

140-6103型
（メタリックシルバー）
140-6113型

（マットローズ）
寸法（mm）：高さ432×幅455×
奥行158（179※脚部含む）

木造（戸建）暖房の
めやす コンクリート（集合）

畳まで11
畳まで15

木造（戸建）暖房の
めやす コンクリート（集合）

畳まで11
畳まで15

木造（戸建）暖房の
めやす コンクリート（集合）

畳まで7
畳まで9

140-5902型
（ホワイト）
140-5912型

（ミント）
寸法（mm）：高さ374×幅410×
奥行128（148※脚部含む）

エコ運転 スポット暖房機能

おはようタイマー おやすみタイマー

エコ運転 スポット暖房機能

おはようタイマー おやすみタイマー

オートオフ機能

エコ運転 スポット暖房機能

おはようタイマー おやすみタイマー

空気浄化機能 急速暖房機能

460円～月々8年
契約

（税込）

●取付工事費、取付用部品代、付帯工事費はこのチラシの記載価格には含まれておりません。（一部の商品を除く）●炊飯器・ガス衣類乾燥機・ガスファンヒーターの接続には、別売のガスコードが必要です。またガス栓がコンセント形状でない場合には、ホースガス栓用プラグ081-0450型 希望小売価格891円（本体価格810円）が必要になります。●一部の機器については、数量に限りがありますので、品切れの節はご了承ください。●このチラシに記載の商品の写真は、ラベル等、実物と異なる場合があります。また、印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。
●希望小売価格・らく得リース月額リース料金・セール中当店販売価格は消費税相当額（税率10％）を含めて表示しております。●希望小売価格は現金一括払いの場合の大阪ガス、大阪ガスマーケティング、及び各メーカーの希望小売価格です。セール中当店販売価格はセール期間2022年1月1日～3月31日の当店での現金一括払いの場合の販売価格です。●スタイルプランSもしくはらく得保証同時加入時セール中当店販売価格（税込）には、らく得保証の月々の料金は含まれておりません。レンジフード延長保証同時加入時セール中当店販売価格（税込）には、レンジフード延長保証の月々の料金は含まれておりません。●このチラシの価格・仕様は2022年1月1日現在のものです。変更することがありますのでご
了承ください。●表示されているガス消費量・商品説明・暖房のめやす等は、熱量46.04655MJ/㎥（11,000kcal/㎥）、比重0.65の天然ガス（13A）仕様に基づいて記載しております。LPG仕様の場合は若干異なる場合があります。●詳しくは各カタログをご覧いただくか販売店までお問い合せください。
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希望小売価格（税込） 円814,000

16
※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

流レールシンク流レールシンク

いつまでもキレイ! ステンレスキャビネット

セレクトμ
I型2550 基本プラン

（食器洗い乾燥機組み込みプラン） 扉：グレード5
※ガスコンロ別途。※施工費が別途必要です。

野菜くずも油汚れも、水にのって排水口へ。
汚れにくく、洗いやすいシンクです。

アシストポケットアシストポケット

大容量と取り出しやすさを両立した調理がは
かどる収納です。

ツールポケットツールポケット

包丁・ラップ類・まな板・調理小物等が立ててし
まえる便利なポケット。

システムキッチンシステムキッチン 使いやすさを変えて、料理をもっと楽しく、自由に。

希望小売価格（税込） 円863,500

コンフィナ
I型2550 基本プラン 扉：グレードE
※ガスコンロ別途。※施工費が別途必要です。

希望小売価格（税込） 円1,062,600
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希望小売価格（税込） 円968,220

18
※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

もっと快適、もっとキレイにこだわりました。

アライズ　Zタイプ
1616サイズ
※換気扇､循環アダプターは別途です。
※施工費が別途必要です。

くるくる水栓くるくる水栓

システムバスシステムバス うちのお風呂は想像以上に気持ちいい。

洗面化粧台洗面化粧台 身支度・家事を便利にラクに トイレトイレ 取り替えるだけでキレイが続く！

ヒロイユ　WYシリーズ　Tタイプ
1216サイズ
※換気扇､循環アダプターは別途です。
※施工費が別途必要です。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

水滴

取れ
やすい

スゴピカ素材
（有機ガラス系）

水栓が左右に180度くるりと回転。ボウ
ルをひろびろ使えて身支度や家事がス
ムーズに！

スゴピカ素材スゴピカ素材

スゴピカ素材（有機ガラス系）は、ぬめり
や黒ずみの原因となる水アカが付きにく
いので汚れがたまりにくく、いつもピカピ
カ。

アラウーノV
床排水リフォームタイプ　
XCH3015RWS
※手洗器、紙巻器、収納キャビネット、手すり、
棚セットは別途です。

※施工費が別途必要です。

ピアラ
LED照明2面鏡：MAR2-602TXSU
W600フルスライドタイプ：
AR3FH-605SY/TG2H
シングルレバーシャワー水栓

希望小売価格（税込） 円246,840
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希望小売価格（税込） 円198,000

※施工費が別途必要です。

20

希望小売価格（税込） 円69,850

8年契約
月々

月額リース料金（税込）

円77021

希望小売価格（税込） 円53,900

8年契約
月々

月額リース料金（税込）

円61023

希望小売価格（税込） 円74,580

8年契約
月々

月額リース料金（税込）

円80022

希望小売価格（税込） 円37,180

8年契約
月々

月額リース料金（税込）

円46024

スタンダードモデルスタンダードモデル

木造（戸建）暖房の
めやす コンクリート（集合）

畳まで11
畳まで15

140-6123型
（ホワイト）
140-6133型

（グレートープ）
寸法（mm）：高さ４35×幅４55×
奥行１58（１79※脚部含む）

グレートープ
ホワイト

エコ運転 スポット暖房機能

おはようタイマー おやすみタイマー

リフォームの
ことがよくわかる
ご紹介ムービーは
コチラ

累計リフォーム実績38万件!!累計リフォーム実績38万件!! ※2021年1月末実績※2021年1月末実績

ガスファンヒーターの
ことがよくわかる
ご紹介ムービーは
コチラ

大阪ガスの電気

【関西電力の電気】従量電灯Aと住ミカタ・保証パックを別で契約　
【大阪ガスの電気】スタイルプランS（住ミカタ・保証パックの料金11,880円（税込）/年相当含む）

　　　　　　想定条件/電気使用量：4人家族370kWh/月の場合　モデル家族の平均使用量はマイ大阪ガスアンケート結果より算出（ｎ=8,938）
年間メリット額はそれぞれ下記の「関西電力の電気」と「大阪ガスの電気」を適用した場合の差額です。
料金は100円未満を四捨五入しています。関西電力、大阪ガスの料金は2021年4月時点の単価です。燃料費調整額（2021年4月時点）、消費税等相当
額を含みます。再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。電気料金には毎月燃料費調整額を加減いたします。また電気料金の一部として電気を
ご契約のお客さまに電気の使用量に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。

試算条件

スタイルプランS
※大阪ガスとのガス契約がないお客さまは「住ミカタ・保証パック」サービスの提供はできません。

関西電力「従量電灯A」に
住ミカタ・保証パックを合算した金額よりもおトク！※1

※1：燃料費調整額を除く。

住ミカタ・保証パック
年額11,880円（税込）
がついてくる！

約116,100円/年 約104,100円/年 電気料金＋住ミカタ・
保証パック料金（税込）［                                     ］電気料金約104,200円＋

住ミカタ・保証パック年額11,880円（税込）

大阪ガス
住ミカタ・保証

パック

大阪ガスの電気
「スタイルプランS」

関西電力
「従量電灯A」

※住ミカタ・保証パックの提供は、原則として、需給開始予定日が毎月1～15日の場合は当月25日、毎月16日～末日の場合は翌月10日に開始されるものとします。
※「1．機器保証サービス」「3．住まいの駆けつけサービス」の対応時間は月～土曜日9時～19時、日曜日・祝日9時～17時となります。（1/1～1/3を除く）時間外における一次対応（駆けつけ）

については、有料となります。
※各サービスには条件があります。料金メニューの各種適用条件など詳しくは大阪ガスホームページをご覧いただくか、販売店にお問い合せください。

のサービス内容  月額990円（税込）　年額11,880円（税込）

購入費用をサポート！

ガス給湯器・
ガスコンロの2ガス給湯器・

ガスコンロの 故障時買い替えサポート機器保証サービス1
ガス機器の修理費が無料！

住まいのチェックやお手入れ、日々の生活をサポート！

4 暮らし応援サービス住まいの駆けつけサービス3
一次対応費が無料！

ガス給湯器

最大10年
ガスビルトインコンロ

最大 8年
ガス据置コンロ

最大 6年
※保証期間終了後の無料対象範囲は、下記「3．住まいの駆けつけサービス」と同

様です。
※保証の対象となる期間や故障内容には条件があります。詳しくは大阪ガスホー

ムページをご確認ください。

※ご利用いただけるのは住ミカタ・保証パック適用開始から半年経過後の故障時
に限ります。

※保証期間終了後、または「1．機器保証サービス」で修理が受けられない場合に限ります。
※大阪ガスサービスチェーンでのご購入に限ります。

ガス給湯器
¥20,000

サポート

ガスビルトインコンロ
¥10,000

サポート

ガス据置コンロ
¥5,000
サポート

※特別価格でご利用いただけます。

ガス機器修理 水まわり修理

住まいの修理 エアコン修理

お手入れ
サービス

ガス機器
チェック

ダスキン
暮らし応援
メニュー※

パソコン・
IoT機器

トラブル対応※

水まわり
チェック

健康すこやか
ダイヤル

床下チェック
（戸建のみ）

知っトク！
エネくらべ

修
理
費

▼ ▼一次対応（駆けつけ）無料 ▼ ▼有料修理※2・買替

出張費 簡易手直し※1 技術料 部品代修理費見積り事象の確認
（故障の診断）

＝

※1 「簡易手直し」とは、使用説明、外観接続部締め直し、電池交換作業（電池代は別途）等のことです。詳しくは大阪ガスホームページをご覧ください。
※2 ガス給湯器・ガスコンロについては「1.機器保証サービス」の保証期間内は無料です。

●修理費の構成と一次対応（駆けつけ）の対象範囲

2,526円～月々10年
契約

（税込）

※らく得リースは、リモコンセットを含んだ税込価格です。※らく得リースは標準施工費を含んでおります。

給湯暖房機・ガス小型湯沸器給湯暖房機・ガス小型湯沸器 給湯暖房機の
ことがよくわかる
ご紹介ムービーは
コチラ

屋外設置壁掛形強制循環タイプ
235-R140型
寸法（mm）： 高さ600×幅470×
奥行240
※都市ガス13A（天然ガス）用
のみです。※循環アダプターは
別売です。※セット希望小売価
格は､リモコンセットを含んだ税込
価格です。※施工費が別途必要です。

全自動
タイプ 24号

リモコンセット（238-R422型）

台所リモコン 浴室リモコン

自 動
タイプ 24号

集合住宅向
台所リモコン 浴室リモコン

リモコンセット（238-N412型）

寸法（mm）:高さ360×幅288×奥行141
標準能力／5～2.5号
※取付工事費は別途必要です。

寸法（mm）:高さ360×幅288×奥行141
標準能力／5～2.5号
※取付工事費は別途必要です。

533-P911型

ご使用時は、
換気扇を回すなど、

必ず換気をしてください。

音声お知らせ
機能付

消し忘れ消火
機能付

希望小売価格（税込） 円38,500

32

乾電池の
容量がなくなり

ました。

♪

安全装置が
作動しました。

♪

ワイヤレスリモコン

896円～月々10年
契約

（税込）

※らく得リースは標準施工費を含んでおります。

ガス温水浴室暖房乾燥機ガス温水浴室暖房乾燥機

希望小売価格（税込） 円115,500

10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円1,44628

天井設置形（換気ファン付き）
161-N051型（自動乾燥機能付き）

希望小売価格（税込） 円101,200

10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円1,34029
浴室暖房

浴室乾燥

涼  風

衣類乾燥

浴室暖房

浴室乾燥

涼  風

衣類乾燥

希望小売価格（税込） 円83,050

10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円1,01630

浴室内設置壁掛形（換気ファン付き）
161-T610型（自動乾燥機能付き）

ワイヤレス
リモコン脱衣室リモコン

屋外設置壁掛形強制循環タイプ
335-N141型
寸法（mm）： 高さ750×幅480×奥行240
※都市ガス13A（天然ガス）用のみで
す。※循環アダプターは別売です。※別
途、三方弁ユニット138-N710型（税込
15,950円）が必要です。※設置状況により
取付出来ない場合があります。※セット希望
小売価格は､リモコンセットを含んだ税込価
格です。※施工費が別途必要です。

NEW

衣類乾燥
浴室乾燥

涼  風

浴室暖房

ミストサウナ

浴室内設置壁掛形（換気ファン付き）
161-N102型

【浴室のめやす】ユニットバス：1620サイズまで【寸法
（mm）】本体：高さ288×幅550×奥行170 換気ファ
ン：高さ199×幅274×奥行139※換気ファンは屋外
設置※在来浴室には設置できません。※ワイヤレスリ
モコンは浴室内に設置してください。※ガス給湯暖房
機が必要です。※給水工事・施工費が別途必要です。

【浴室のめやす】在来浴室1.5坪まで・ユニットバス1625
サイズまで【寸法（mm）】本体：高さ195×幅530×奥行
585 グリル：高さ22×幅590×奥行485※専用熱源
機が必要です。※施工費が別途必要です。

【浴室のめやす】在来浴室・ユニットバス：2.0坪まで【寸法
（mm）】本体：高さ240×幅620×奥行170 換気ファン：
高さ208×幅259×奥行155※換気ファンは屋外設置
※専用熱源機が必要です。※施工費が別途必要です。

27
セット希望小売価格（税込） 円480,700
10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円4,45525

セット希望小売価格（税込） 円483,780
10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円4,47026

スゴピカ素材スゴピカ素材

スゴピカ素材スゴピカ素材

生活に便利な情報、気象・防災情報を
音声やメールでお知らせ！

101-0105型【壁掛け用】101-0106【天井取付用】

547円/台（税込）

月々リース料金 5年間保証

希望小売価格（税込） 24,200円

314円/台（税込）

月々リース料金 5年間保証

希望小売価格（税込） 12,320円

【スマぴこ紹介動画】

※インターネット環境と
　無線LANルータによる
　Wi-Fi接続が必要です。

101-1001型【壁掛け用】

しゃべる
警報器

台所用

住宅用火災・ガス・CO警報器 ガス漏れ、不完全燃焼を光と音で
お知らせします。

ガス警報器

ガス漏れ
警報 CO警報

ガス漏れ
警報 CO警報

音声発話 メール
通知

スマぴこ 検索

安心・見守りサービス安心・見守りサービス

ひろびろWサポートシンク／WサポートシンクひろびろWサポートシンク／Wサポートシンク
調理と後片付
けのさまざま
な場面で､作
業を手際よく
サポートしま
す。

浴槽を断熱材ですっぽり包み込ん
だ、まるで魔法びんのようなヒロ
イユならではの二重断熱構造でお
湯の温かさを保ちます。

※断熱材の色は
　イメージです。 （ＪＩＳ高断熱浴槽準拠）

ダブル構造で
お湯が冷めにくい。

くるりんポイ排水口くるりんポイ排水口

サーモバスSサーモバスS

ほっカラリ床ほっカラリ床

魔法びん浴槽魔法びん浴槽

独自の
「W断熱構造」で
床下から伝わる
冷気を遮断。

うずのチカラで排水口をキレイに。
ゴミをまとめてくるりん！ポイ！ ※イメージ図です。

1,168円～月々10年
契約

（税込）

※らく得リースは標準施工費を含んでおります。

8
160-R508型

（ピュアホワイト）
寸法（mm）：高さ684×幅650×奥行641
※施工費が別途必要です。

ふっくらやわらかな仕上がり！
10年契約

月々

月額リース料金（税込）

円1,58031

希望小売価格（税込） 円154,000
※詳しくは大阪ガス

のカタログ、もしく
はホームページを
ご覧ください。

小根太付温水マット上貼りタイプ9mm（6畳の場合）小根太付温水マット上貼りタイプ9mm（6畳の場合）
フローリング仕上げ材（ATC-W301B型）
設置に必要な部材（温水マットなど）
熱源機（135-N910型）・リモコン（142-4003型）
床暖房に必要な機器セット希望小売価格

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,250円（税込）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,290円（税込）

・・・・・・・・・・・・・・・91,300円（税込）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246,840円（税込）

記載の販売価格には、床暖房用温水マット、床暖房に必要な部材、専用熱源機、床暖房用リ
モコンを含みます。お住まいの条件によっては、別途部材が必要な場合や、施工できない場合
がございます。記載の販売価格は仕上げ材に、ATC-W301B型を使用した場合の価格です。
仕上げ材の種類によっては、価格が変わりますのでご注意ください。詳しくは販売店にご相談
願います。ライブナチュラル ブラックチェリー 朝日ウッドテック（株）製 ※施工費が別途必要です。

ガス温水床暖房ガス温水床暖房

ガス衣類乾燥機ガス衣類乾燥機
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約12,000円/年 おトク！
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給湯器・コンロのあんしん保証サービス

給湯器

10年間最大

ビルトインコンロ

8年間最大

据置コンロ

6年間最大

修理費無料修理費無料万が一のガス機器のトラブルでも、
月々わずかなお支払いで

※制度内容やご利用条件など詳しくは販売店までお問い合わせください。
※らく得リース料金は大阪ガスファイナンス(株)が定める価格です。※中途解約の場合、解約精算金または購入費用
が発生します。制度内容やご利用条件など詳しくは販売店までお問い合わせください。

家計にやさしい
月々のお支払い

万一故障しても修理費不要だから安心！2

おすすめポイント！
1 リース料金に標準取付費込み!

最新機種を、手軽にお使いいただけます。

220円（税込）

レンジフード延長保証
（最大8年）

修理費が無料

わずかな保証料で､
万が一レンジフードが故障した場合の

※制度内容やご利用条件など詳しくは販売店までお問い
　合わせください。 

月額保証料金
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セール中
当店販売価格

（税込） 円92,000 セール中
当店販売価格

（税込） 円80,000 セール中
当店販売価格

（税込） 円66,000

セール中当店販売価格（税込）

円34,000
セール中当店セット販売価格（税込）

もしくは
らく得保証
同時加入時

スタイルプランS

円360,000
セール中当店セット販売価格（税込）

もしくは
らく得保証
同時加入時

スタイルプランS

円360,000

セール中当店販売価格（税込）

円62,000

セール中当店販売価格（税込）

円33,000

セール中当店販売価格（税込）

円67,000

セール中当店販売価格（税込）

円22,000

セール中当店販売価格（税込）

円185,000
セール中当店販売価格（税込）

円158,000

セール中当店販売価格（税込）

円648,000

セール中当店販売価格（税込）

円850,000

セール中当店販売価格（税込）

円562,000

セール中当店販売価格（税込）

円726,000

セール中当店販売価格（税込）

円120,000

セール中当店セット販売価格（税込）

円197,000

蟹江ガスエンジニアリング（株） 0120-648-122


