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百舌鳥本店ショールーム

忠岡・岸和田ショールーム  

石津ショールーム  

（株）浜寺ガスセンター主催

お問い合わせはこちらまで、お気軽に…
堺ショールーム会場 TOTO

堺市北区百舌鳥陵南町 ２-253-3

岸和田市磯上町1丁目8-1

堺市西区浜寺石津町西1丁3-10

ご予約は
こちらから

新型コロナウイルス感染防止対策行っております

◀QRコードの読み取り
※要望欄に【新生活応援フェア予約分】と【担当者名】を
   ご記入願います。         
　後日、ご予約確認のご連絡をさせて頂きます。

カンタン
いつでもWEBからお申込みできます！！いつでもWEBからお申込みできます！！

URL http://www.hamadera-gas.jp/   E-mail hamadera-gas@dream.ocn.ne.jp
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P ■希望小売価格の

でご提供
致します！半額

※ご注文いただいたエネファーム・システムキッチンの希望小売
　価格が8００，０００円（税込）以上の商品に限りご提供します。

※写真はイメージです※写真はイメージです
お見積をご依頼いただきご注文いただきましたお客様お見積をご依頼いただきご注文いただきましたお客様

エネファーム及び
システムキッチン
エネファーム及び
システムキッチン

ビルトインコンロ全品ビルトインコンロ全品

※取付工事費は別途かかります※2023年4月末までにいただきました
ご注文分まで※他の割引との併用はできません。

安心・見守りサービス 外まわりリフォーム

※リース期間：5年
※現金販売価格は販売店へ
　お問い合わせください。

HK1-WF型
505-9006・4・5・7

VF1HAMW
505-9010・11

MVF1HAR型
505-9008・9

ⓒ1976, 2014 SANRIO CO., LTD.APPROVAL No.S544680

255(税込)
円/台

月々
リース料金

住宅用消火器 ご家庭にも安心の備えを

無料
見積● 施工事例

● 施工手順

侵入口・通路への養生 床下木部への薬剤散布

床下土壌への薬剤散布 周辺の清掃

施工時間 約３～４時間 ※条件により
　施工時間が
　異なります。

施工期間 約2～3週間
※条件により施工期間が異なります。

外壁・屋根
塗装

リフォーム

シロアリ
対策

Before After

（マフス）キッチンアイ

ガスも電気も住まいのお困りごとも全て大阪ガスにおまかせください！

コンパクトで使いやすく、設置しやすいスタイリッシュデザイン
ハローキティ

快適！温もりある暮らしを応援します！

2,798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取付費を含んでおります。

給湯暖房機給湯暖房機

屋外設置壁掛形強制循環タイプ
235-R340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

屋外設置壁掛形強制循環タイプ
335-N241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。

自 動
タイプ 24号

給湯暖房機・ガス小型湯沸器

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-N422型）

10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円4,736

10年契約 月々

月額リース料金（税込）

円1,68410年契約 月々

月額リース料金（税込）

円4,763

※アプリのインストールと設定が必要です。

※遠隔操作対応は特定の熱源機と機器の組み合わせが必要です。詳細は販売店までお問い合せください。

スマートフォンアプリを活用することで便利が広がります！

で広がる快適生活

外出先から
スマホがリモコンに！

床暖房

スマホから操作
外出先からおふろのお湯はりや床暖房や
カワックのON/OFF操作が可能です。

ツナガルスイッチ
スマホアプリの便利な機能が
利用できます。

給湯器の遠隔見守り
給湯器にエラーが発生すると
お客さまのスマホに通知。

エネルギーの見える化
ガスやお湯、電気の使用状況を
スマホで確認できます。

お湯はり

カワック

暮らしのお知らせ
暮らしに役立つ情報をスマホに
プッシュ通知配信。

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

ガス小型湯沸器ガス小型湯沸器

リモコンセット（238-R432型）

台所リモコン 浴室リモコン

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。

♪
当店セット販売税込価格（税込/施工費別途）

同時加入時 円

同時加入時 円 円

414,800

387,800 30,800

1,247円～月々10年
契約

（税込）

※らく得リースは標準取付費を含んでおります。

ガス衣類乾燥機

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。

※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。

ふっくらやわらかな
仕上がり！

円122,800

約111,000円おトクに!年間年間光熱費が
従来システムに比べて
（ガスファンヒーター使用）

約40%ダウンに!年間CO2排出量が
従来システムに比べて

※データはカタログ値です。詳しくは大阪ガスのカタログをご覧ください。

192-AS15型（燃料電池発電ユニット）
寸法(mm)高さ1,274※1×幅600×奥行330
136-N460型（バックアップ熱源機）
寸法(mm)高さ750×幅480×奥行240

※2

※1 排気トップは除く
※2 据置台セットは含まず
※セット希望小売価格には据置台セット（配管カバー）は含まれません。

192-AS15型＋136-N460型＋138-N450型

（浴室リモコン）
燃料電池発電ユニット
192-AS15型

バックアップ熱源機
136-N460型

リモコンセット
138-N450型

（停電時自立発電機能付き）（停電時自立発電機能付き）

セット希望小売価格（税込） 円2,175,910

（台所リモコン）

希望小売価格（税込）123,200円

セット希望小売価格（税込）513,920円

セット希望小売価格（税込）517,660円

希望小売価格（税込）24,200円

希望小売価格（税込）42,350円
希望小売価格（税込）161,700円

希望小売価格（税込）89,100円

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

ガス温水床暖房

円195,800

自宅の購入電力を約75％カバーする最先端の燃料電池エネファーム！自宅の購入電力を約75％カバーする最先端の燃料電池エネファーム！

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取付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

天井設置形（換気ファン付き）
161-N051型（自動乾燥機能付き）
【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。

ガス温水浴室暖房乾燥機

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。

10年契約 月々
月額リース料金（税込）

1,571円

浴室暖房

浴室乾燥 涼  風

衣類乾燥

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）
【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。

ミストサウナ 浴室暖房

浴室乾燥

涼  風

衣類乾燥

ワイヤレス
リモコン

浴室暖房

浴室乾燥 涼  風

衣類乾燥

脱衣室
リモコン

円 円85,800 61,800
希望小売価格（税込）106,700円

円73,800

スタイルプランS
機器保証サービス

住まいの駆けつけ
サービス

故障時買い替え
サポート

暮らし応援サービス

の
サービス（年額11,880円（税込））が
ついてくる!

「スタイルプランS」もしくは
の、いずれかのご加入でおトクに！

現金一括
お支払いなら

スタイルプランS

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）

月額保証料金

円316 （税込）～
＊

月額保証料金

円226 （税込）～
＊

月額保証料金

円187 （税込）～
＊

＊大阪ガスブランドの場合

契約対象条件 （すべての条件を満たす方）
●持家（戸建・集合）にお住まい　
●家庭用の用途として対象機器をご使用
●大阪ガス供給区域の都市ガスをご利用
（新築物件につきましては、ガス開栓後のご契約
となります。）※ガス機器の所有者と使用者が異なる
場合賃貸住宅など）はご加入いただけません。

※取扱説明書通りにご使用いただいていながら発生
　した故障・不具合が対象となります。
※累計修理費が保証限度額を超えた場合、超過分は
　有料となります。
　（給湯単体・ピル卜インコンロ・据置コンロプラン）
※詳しくは専用カタログをご覧ください。

修理費が無料
ガス給湯器・ガスコンロのあんしん保証サービス

突然のトラブルや出費も安心
月々のお支払いで安心サポート！

これからの自家発電はつくる・備える・おトクに暮らす

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-W401B型） 90,750円（税込）
設置に必要な部材（温水マットなど） 92,180円（税込）
熱源機（135-N910型）・リモコン（142-4003型） 97,570円（税込）

ガス温水床暖房
（フローリング仕上げ）

床暖房に必要な機器
セット希望小売価格（税込）
280,500円

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。施工費は含まれておりません。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-401B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下さい。詳しくは係員にご相談願います。

寒い冬もあったか快適!寒い冬もあったか快適!

月額リース料金（税込） 月額リース料金（税込）

10年契約 月々 1,406円 10年契約 月々 1,074円
当店セット販売
税込価格

（税込/施工費別途）

当店販売税込価格（税込/施工費別途）

当店販売税込価格（税込/施工費別途） 当店販売税込価格（税込/施工費別途） 当店販売税込価格（税込/施工費別途）

547円/台（税込）

101-1001型【壁掛け用】
ガス漏れ
警報 音声発話メール

通知

生活に便利な情報、を音声や
メールで教えてくれる!

CO警報

月々リース料金

5年間保証

当店セット販売税込価格（税込/施工費別途）

堺ショールームTOTO
堺市西区鳳北町10-110

土 日2625 10：00～17：003月

イベント期間中、
会場にて

ご成約特典
其の1

■希望小売価格の

でご提供
致します！半額

※ご注文いただいたシステムバスの希望小売価格が
   ８００，０００円（税込）以上の商品に限りご提供します

※写真はイメージです※写真はイメージです

お見積をご依頼いただき
ご注文いただきましたお客様
お見積をご依頼いただき
ご注文いただきましたお客様

システムバスシステムバス

カワック全品カワック全品

※取付工事費は別途かかります※2023年4月末までに
いただきましたご注文分まで※他の割引との併用はできません。

其の2
ご成約特典

イベント期間中、
会場にて

※後日の現場調査時にお持ちいたします
※複数台のお見積でもお一つとさせていただきます｡
※数に限りがございます。なくなり次第、代替品とさせていただきますのでご了承下さいませ。

※後日の現場調査時にお持ちいたします
※複数台のお見積でもお一つとさせていただきます｡
※数に限りがございます。なくなり次第、代替品とさせていただきますのでご了承下さいませ。

プレゼント！

お見積り特典           　其の2

イベント期間中、
会場にて

ビルトインコンロのビルトインコンロの
お見積をご依頼いただきましたお客様お見積をご依頼いただきましたお客様

※写真はイメージです※写真はイメージです

【事前予約制】
◆新型コロナウイルス感染拡大によるリフォームイベント運営に関するお願い◆

新型コロナウイルス感染拡大を受け､お客さま及び弊社従業員の安全を第一に配慮し､混雑と濃厚接触の回避
のため､【事前予約制】の運用を取らせていただきます｡ご予約に関しては下記主催の浜寺ガスセンターまで
ご連絡下さい｡( ご予約に関しても混雑回避のため制限をさせていただいております )

キッチンバラエティセット

※後日の現場調査時にお持ちいたします
※複数台のお見積でもお一つとさせていただきます｡
※数に限りがございます。なくなり次第、代替品とさせていただきますのでご了承下さいませ。

※後日の現場調査時にお持ちいたします
※複数台のお見積でもお一つとさせていただきます｡
※数に限りがございます。なくなり次第、代替品とさせていただきますのでご了承下さいませ。

プレゼント！

お見積り特典 　　　　　　　　　其の1

お見積をご依頼いただきましたお客様お見積をご依頼いただきましたお客様

※写真はイメージです※写真はイメージです

１コ

浜寺ガスセンターにて厳選しました景品を            

※後日の現場調査時にお持ちいたします
※複数台のお見積でもお一つとさせていただきます｡
※数に限りがございます。なくなり次第、代替品とさせていただきますのでご了承下さいませ。

※後日の現場調査時にお持ちいたします
※複数台のお見積でもお一つとさせていただきます｡
※数に限りがございます。なくなり次第、代替品とさせていただきますのでご了承下さいませ。

プレゼント！

お見積り特典           　其の3

レンジフード・食器洗い乾燥機のレンジフード・食器洗い乾燥機の
お見積をご依頼いただきましたお客様お見積をご依頼いただきましたお客様

１セット１セット

ベストセレクト4点セット

イベント期間中、
会場にて

※写真はイメージです※写真はイメージです

イベント期間中、
会場にて

エネファーム･システムキッチン
システムバス・洗面化粧台･トイレの                
             

エネファーム･システムキッチン
システムバス・洗面化粧台･トイレの                
             

当店販売税込価格（税込/施工費別途）

百舌鳥本店総合受付までご連絡ください。


