お得な価格 で ご提供しています。詳細 は お問合せください。

Living & Dining

汚れにくくてスタイリッシュな、レンジフード
Before

コンロと
レンジフードの取替は

一 緒が
便利！

※

こびり付いた
汚れも
キレイすっきり

※左記の作業時間は
あくまで目安です。
設置状況等により、
作業に要する時間は
異なります。

フジテックメンテナンス株式会社製

フジテックメンテナンス株式会社製

レンジフード内部もファンもお掃除不要！

清掃性とエコ性能を両立したレンジフード

※1

高速回転ディスクが
油の浸入をブロック！

お掃除で面倒だった
フィルターがありません

オイルスマッシャー搭載
レンジフード内部に付着する
油はわずか
約

2％

オイルスマッシャーまでで油を

90％捕集

約

写真はOGR-REC-AP601RSV

※2

写真はXGR-REC-AP603SV

※1 レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。
※2 各数値は富士工業㈱の試験によるものであり、
設置環境や使用方法により異なる場合があります。

スリム型ノンフィルター
オイルスマッシャー

60cm幅

ビルトインコンロ連動

スリム型ノンフィルター
シロッコファン

75cm 幅

FJ01 OGR-REC-AP601RSV

シルバー

After

ビルトインコンロ連動

FJ02 OGR-REC-AP751RSV

シルバーメタリック

シロッコファンと
オイルストッパー
で油を捕集。
フィルターの
目詰まりによる
吸引力の低下も
ありません。

オイルストッパー

6 0 cm 幅

75 cm 幅

FJ03 XGR-REC-AP603SV

FJ04 XGR-REC-AP753SV

フィルターなしだからお手入れ性がアップ！

お手入れしやすい
ノンフィルター

写真はN F G 6 S 1 4 MS（
I L/ R ）

ご存知ですか？
例

付着した油を
水滴状に弾く
塗装だから、普段の
お手入れは整流板を
サッと拭くだけ。

スリム型ノンフィルター

6 0 cm 幅

75 cm 幅

シロッコファン

NR18 N F G 6S 14MS（
I L/ R ）

NR19 N F G 7S 14MS（
I L/ R ）

ビルトインコンロ連動
シルバー

コンロとレンジフードはセットで替えれば 断然ラクチン
断 然ラクチン！
フジテックメンテナンス
株式会社製

天板6 0 c m幅
SET1

R S31W27P10DGVW

+

6 0 c m幅
シルバーメタリック
SET1

セットでの取り替え
でも施工は

約 半日
で完了！

LGR-3R-AP601SV
※上記の作業時間はあくまで目安です。設置状況
等により、作業に要する時間は異なります。

お得な価格 で ご提供しています。詳細 は お問合せください。

Lease & Credit

リースで無 理なく快適生活スタート
これらをすべて含んで、
これらをすべて含んで、

リース

6年間
8年間
10年間

利用
条件

家計にやさしい月々のお支払い
！
家計にやさしい月々のお支払い
！

=

+

本体価格

こんな方が対象です

標準
取付費

対象
商品

（すべての条件を満たすお客さま）

●東急でんき＆ガスサポートを通じリースをお申し込み
いただけるお客さま
●現在お住まいの住宅に設置される方
●持ち家にお住まいの方
●家庭用として対象機器をご使用される方
●リース申込時に下記年齢の方

2

「リース」なら、まとまった購入
資金をご用意いただく必要は
ありません。

※2

給湯暖房機

Siセンサーコンロ
（据置タイプ）

ふろ給湯器
給湯器

ガスオーブン

浴室暖房乾燥機

レンジフード

衣類乾燥機

（ビルトインタイプ）

（ビルトインタイプ）

※お客さまの設置条件によっては、
ご利用いただけない場合があります。
※提携リース会社による受付条件および審査があります。審査によりリース契約をお受けできない
場合がございます。
また審査の上で連帯保証人をお願いする場合がございます。

家計にやさしい
月々のお支払いでOK!

無償修理
サービス

+

Siセンサーコンロ

６年リース：20歳以上75歳未満の方
８年リース：20歳以上73歳未満の方
10年リース：20歳以上71歳未満の方

1

※1

リース料金に
※1
標準取付費 込み！

標準取付費もリース料金に
含まれていますので、安心し
てお申し込みいただけます。

3

故障しても ※2
修理費不要！

万一故障しても、修理費
は発生しません。安心し
てご使用いただけます。

4

「取替更新」で
最新モデルに！

リース期間満了時に新たなリー
ス契約で取替更新すれば、新し
い機種をお選びいただけます。

※１ 【ビルトインコンロ／ビルトインオーブン】既設のビルトインコンロ・ビルトインオーブンから取替をする際にかかる工事費を指します
（既設機器の取り外し費を含む）。但し、
ガス配管工事費、電気配線工事費、
フィラーなどの別途部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処
分費は含みません。標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。
【据置コンロ】既設の据置コンロから取替をする際にかかる設置費を指します。但し、
ガス栓工事、
ガス配管工事、電気配線工事、既設機器廃棄処分費は含みません。標
準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。
【レンジフード】既設のシロッコファンブーツ型レンジフードからの同位置での取替をする際にかかる工事費を指します
（機器の取り外し費を含む）。但し、電気配線工事費、取替に必要となる別途
【給湯暖房機・ふろ給湯器・給湯器】既設の機器と同じ方式の温水機器へ設置場所を変え
部材費、既存開口の拡張・ふさぎ、壁面新規開口に伴う工事費、機器廃棄処分費は含みません。標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。
ずに取替えをする際にかかる工事費を指します
（既設機器の取り外し費を含む）。ガス配管工事費、電気配線工事費、部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処分費等、標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。
【浴室暖房乾燥機】既
設の同タイプから取替をする際にかかる工事費を指します
（既設機器の取り外し費を含む）。また、既存の給湯器そばへの新規設置の場合を含みます。ガス配管工事費、電気工事費、物干しバーなどの別途部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処分費等、標準取
付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。
【衣類乾燥機】既設の同タイプから取替をする際にかかる工事費を指します
（既設機器の取り外し費を含む）。ガス配管工事費、電気工事費、排湿管工事費、専用台、各種排湿部材、紙フィルター、
ガスコードなどの別途部材費、躯体工事費、既設機器廃棄処分費等、標準取付費に含まれない費用は、別途取扱店にお支払いいただきます。
※2 ご使用上の誤りによる故障や、業務用の場所で長時間使用された事による故障、井戸水・温泉水・地下水を給水した事による故障、水道管等のさび等異物の流入による故障、火災、地震、風水害等による故障の修理費はお客さま負担となります。また、電池や
紙フィルター、
ごとく・グリル焼網、
フードフィルター、食器かご、残さいフィルター、小物入れなどの交換部品の消耗による交換、機器汚損等の性能上の故障でない場合も対象外となります。その他、
コンロに付属の「グリル用調理容器」は修理サービスの対象外とな
ります。

よくあるご質問と回答
Q1 リースは途中で解約できるの？
A

Q2 表示のリース料金以外に支払うお金はないの？

リース契約期間中にお客さまから中途解約のお申し出があった
場合、解約精算金をお支払いいただき機器を取り外すか（取

り外し等は別途申し受けます。
取り外しや取り外しによる開口部の閉塞に関

、
売買代金をお支
わる費用及び返却費用は、
お客さま負担となります。
）

払いの上、
機器を買い取っていただくかのいずれかとなります。

A

標準取付費で設置できない場合は、
標準取付費以外の取付工
事代が最初に必要となります。
標準取付費以外の取付工事代
がいるかどうかは設置場所・方法・機種によって異なりますの
で、
一度お問い合わせください。
また、
リース契約を終了して機
器を取り外す場合には、
取り外し費、
返却費が必要となります。

Q3 リース期間満了後はどうなるの？
A

リース期間満了後は、
「再リース」
「購入」
「終了」の
3つの中から
選んでいただけます。

1.再リース（毎年更新）

ご使用中の機器のまま、
リース期間を延長します。●再リース料金（1年分）
：月額リース料金×２ヶ月分
※1年ごとの延長契約です。 ※再リース期間中、修理費（出張費含む）
は有償となります。
※再リースの上限期間はリース期間6年契約の場合は4年まで、
リース期間8年契約および10年契約の場合は2年までとなります。

2.購入

ご使用中の機器をご購入いただきます。

3.終了

※取り外し費用、取り外しによる開口部の閉塞に関わる費用および返還費用はお客さま負担となります。

ク
クレジ
レジッ
ットプランのご案内
トプランのご案内

●購入代金：月額リース料金×６ヶ月分

●機器を取り外し、商品をご返却いただきます。

●新たにリースをご契約いただき、最新機器への更新も可能です。

初期費用が不要で、お手軽な月々のお支払いプランをご利用いただけます。

対象商品
ガ ス 機 器…エネファーム、
ガスコンロ、温水機器など
住 設 機 器…レンジフード、蓄電池、太陽光発電システムなど
リフォーム…室内リフォーム、外壁・屋根リフォームなど

●燃料電池（エネファーム・蓄電池）
を含む場合

ご利用金額

5万円以上1,000万円以下

ご利用金額

10万円以上300万円以下

お支払期間(回数)

1年(12回 ) 〜10年(120回)

お支払期間(回数)

1年(12回 ) 〜10年(120回)

実質年率

1.90%

実質年率

1.79%

【クレジットのご利用につきまして】●お申込受付期間は、
2021年3月31日お申込受付分までです。記載の実質年率は2020年4月1日現在です。金融情勢により実質年率が変わることがあります。
●ご契約には当社提携クレジット会社の審
査が必要となります。
●契約形態は立替払契約となります。●ご利用いただける金額の条件等がございます。●お申込条件、商品概要について詳しくは当社までお問い合わせください。

