
Spring Campaign

得春得春得キャンペーン春
松栄
ガスの

2/
2021年

15 ～3/ まで192/
2021年

15 ～月 3/ まで19金
チラシ
有効期限

感染拡大防止のために 当社は以下のことに取り組んでおります
●社内のこまめな換気　●スタッフの検温　●スタッフのこまめな手洗い・うがい　●スタッフのマスク着用

●商品、商談スペースまわりの消毒　●ソーシャルディスタンスでのご案内

紙 上

松栄でんきを新規お申し込みで

※契約時期によらず、今後の新規ご契約者の基本料金が３ヶ月無料となった事を意味。※都合により終了する場合があります。
※適用条件の詳細は弊社ホームページをご確認ください。

※チラシ掲載価格は弊社のガスをお使いのお客さま限定となっております。

※契約時期によらず、今後の新規ご契約者の基本料金が３ヶ月無料となった事を意味。※都合により終了する場合があります。

TEL：（0493）23-7151TEL：（0493）23-7151 お問い合わせ時間  9:00～17:00 月～金（土日・祝祭日除く）お問い合わせ時間  9:00～17:00 月～金（土日・祝祭日除く）

2021年春得キャンペーンは紙上になります。
一部の掲載機器とビルトインコンロ・レンジフードは、松栄ガス店口に展示がございます。

店口にお越しいただく際は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から
事前にご連絡をいただきますようお願いいたします。
詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

2021年春得キャンペーンは紙上になります。
一部の掲載機器とビルトインコンロ・レンジフードは、松栄ガス店口に展示がございます。

店口にお越しいただく際は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から
事前にご連絡をいただきますようお願いいたします。
詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

❶電気とガスの
検針票をご準備
ください



※現場状況によりお取替え出来ない場合がございます。詳細は弊社社員までお問い合わせください。

毎日のお風呂せっかく取り替えるなら！毎日のお風呂せっかく取り替えるなら！
マイクロバブルバスユニット

円
（税込）270,000基本工事費込

販売価格

プレミアム風呂給湯器

（株）ノーリツの
商品紹介動画に
リンクしています。

※動画再生の掲載には
　期限がございます。

円
（税込）210,000基本工事費込

販売価格

※設置状況により別途部材が必要となる場合があります。　※基本工事費には取付工事費、取外工事費、処分費が含まれます。
※詳細は弊社社員までお問い合わせください。

2020年
最新モデル
2020年
最新モデル

お風呂のお湯のニオイや濁りを
UVキレイで快適に

●本体：RUF-ME2406SAW　　　　　  　メーカー希望小売価格：495,000円（税込）
●リモコン：MBC-MB240VCマルチセット　 メーカー希望小売価格：48,180円（税込）
●循環金具：UF-MB1201AL-10A　　　　メーカー希望小売価格：16,500円（税込）
　　　　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格での合計価格559,680円（税込）

●本体：GT-C2062PAWXBL   　　メーカー希望小売価格：438,900円（税込）
●台所リモコン：RC-G001M-FCN　 メーカー希望小売価格：22,990円（税込）
●風呂リモコン：RC-G001SE-FCN　メーカー希望小売価格：22,990円（税込）
 　　　　　　　　　　 メーカー希望小売価格での合計価格484,880円（税込）

包み込む泡で温まりが持続

微小な泡で皮膚表面のよごれをやさしく落とす

複雑な工事は必要ありません
給湯器、リモコン、循環金具を
取り替えるだけ。工事は半日程度。

キレイな残り湯
利用でエコ！

翌朝

リンナイ（株）の
商品紹介動画に
リンクしています。

※動画再生の掲載には期限がございます。



円
（税込）176,000基本工事費込

販売価格

オ
ー
ト
タ
イ
プ

壁掛タイプ 据置タイプ 浴槽隣接二つ穴タイプ

壁掛タイプ 据置タイプ 浴槽隣接二つ穴タイプ

壁掛タイプ 据置タイプ

風呂給湯器

風呂給湯器

風呂給湯器
（株）パロマご協力価格（株）パロマご協力価格

●本体：RUF-E２００６SAW
　メーカー希望小売価格：349,800円（税込）
●リモコン：MBC-240Vマルチセット
　メーカー希望小売価格：36,300円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格386,100円（税込）

円
（税込）181,000基本工事費込

販売価格

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：RUF-E2008SAG(B)
　メーカー希望小売価格：367,400円（税込）
●リモコン：MBC-240Vマルチセット
　メーカー希望小売価格：36,300円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格403,700円（税込）

円
（税込）174,000基本工事費込

販売価格

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：RFS-E2008SA(B)
　メーカー希望小売価格：312,400円（税込）
●リモコン：MBC-240Vマルチセット
　メーカー希望小売価格：36,300円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格348,700円（税込）

円
（税込）176,000基本工事費込

販売価格

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：GT-C2062SAWX BL
　メーカー希望小売価格：350,900円（税込）
●台所リモコン：RC-J101ME-FCN
　メーカー希望小売価格：18,150円（税込）
●風呂リモコン：RC-J101SE-FCN
　メーカー希望小売価格：18,150円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格387,200円（税込）

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：GT-C2062SARX BL
　メーカー希望小売価格：363,000円（税込）
●台所リモコン：RC-J101ME-FCN
　メーカー希望小売価格：18,150円（税込）
●風呂リモコン：RC-J101SE-FCN
　メーカー希望小売価格：18,150円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格399,300円（税込）

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：GRQ-C2062SAX BL
　メーカー希望小売価格：308,000円（税込）
●台所リモコン：RC-J101ME-FCN
　メーカー希望小売価格：18,150円（税込）
●風呂リモコン：RC-J101SE-FCN
　メーカー希望小売価格：18,150円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格344,300円（税込）

円
（税込）180,000基本工事費込

販売価格
円
（税込）182,000基本工事費込

販売価格

※設置状況により別途部材が必要となる場合があります。　※基本工事費には取付工事費、取外工事費、処分費が含まれます。
※詳細は弊社社員までお問い合わせください。

円
（税込）159,000基本工事費込

販売価格

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：FH-E2022SAWL
　メーカー希望小売価格：350,900円（税込）
●リモコン：MFC-E226Vマルチセット
　メーカー希望小売価格：36,300円（税込）
　　 メーカー希望小売価格での合計価格387,200円（税込）

円
（税込）162,000基本工事費込

販売価格

オ
ー
ト
タ
イ
プ

●本体：FH-E207ARL
　メーカー希望小売価格：363,000円（税込）
●リモコン：MFC-E226Vマルチセット
　メーカー希望小売価格：36,300円（税込）
　　メーカー希望小売価格での合計価格399,300円（税込）

松栄でんき
ご利用中又は
新規申込の
お客様限定

チラシ掲載の

※上記の特別割引は2021年3月19日までの
　ご成約に適用されます。

表示価格より
5,000円引き
風呂給湯器

ご成約
特 別 割 引

さらに！

（税込）

20号
タイプ

20号
タイプ

20号
タイプ



東京ガスグループ

松栄ガス株式会社
東京ガスグループ

松栄ガス株式会社
〒355-0013 埼玉県東松山市小松原町17-9
TEL：（0493）23-7151　FAX：（0493）24-4995
http://www.shoei-gas.co.jp

〒355-0013 埼玉県東松山市小松原町17-9
TEL：（0493）23-7151　FAX：（0493）24-4995
http://www.shoei-gas.co.jp
お問い合わせ時間  9:00～17:00 月～金（土日・祝祭日除く）お問い合わせ時間  9:00～17:00 月～金（土日・祝祭日除く）

協力メーカー

＊本チラシ掲載商品は原則取り寄せとなりますのでご了承ください。
＊本チラシ掲載商品の色合いは、印刷のため実際の色合いとは多少異なる可能性がございますので、ご了承ください。
＊本チラシに関するお問い合わせは弊社までご連絡ください。
＊東松山市プレミアム付商品券使えます。

せいかつに温かさをプラス
温水暖房付風呂給湯器

+浴室暖房乾燥機戸建のお客さま向けの商品です

戸建のお客さま向けの商品です

※設置状況により別途部材が必要となる場合があります。詳細は弊社社員までお問い合わせください。
※基本工事費には取付工事費、取外工事費、処分費が含まれます。

ヒートショック
対策に!!

●温水暖房付風呂給湯器GTH-C2059SAWD-BL メーカー希望小売価格419,100円（税込）
●浴室暖房乾燥機BDV-4105WKNS メーカー希望小売価格104,500円（税込）
●リモコンRC-J112Eマルチセット メーカー希望小売価格36,300円（税込）
●配管部材DH3-4　メーカー希望小売価格13,200円（税込）
●据置台D-65-650-S　メーカー希望小売価格18,150円（税込）
●ランドリーパイプセットA（1本入り） メーカー希望小売価格5,830円（税込）
メーカー希望小売価格での合計価格 597,080円（税込）

オートタイプ

雨の日でも衣類乾燥

浴室ぽかぽか
換気乾燥でカビ防止

夏場入浴涼風

円
（税込）307,000基本工事費込

販売価格
円
（税込）301,000基本工事費込

販売価格

●温水暖房付風呂給湯器RVD-E2005SAW2-1(A) メーカー希望小売価格415,800円（税込）
●浴室暖房乾燥機RBH-W414KP メーカー希望小売価格101,640円（税込）
●リモコンMBC-240Vマルチセット メーカー希望小売価格36,300円（税込）
●配管部材セットBHOT-W002（B）メーカー希望小売価格13,200円（税込）
●換気口用蓋セットBHOT-W019 メーカー希望小売価格16,500円（税込）
●据置台WOP-7201A-650 メーカー希望小売価格18,150円（税込）
●ランドリーパイプBHOT-W015メーカー希望小売価格5,500円（税込）
メーカー希望小売価格での合計価格607,090円（税込）

オートタイプ

浴室ぽかぽか

雨の日でも衣類乾燥

換気乾燥でカビ防止

夏場入浴涼風
7年
保証
7年
保証

給湯器
本体のみ 7年

保証
7年
保証

給湯器
本体のみ

●本体：RDT-54S-SV
　メーカー希望小売価格：140,800円(税込)
●専用台(高)：DS-54HSF
　メーカー希望小売価格：25,190円(税込)
●排湿管セット：DPS-75
　メーカー希望小売価格：11,550円(税込)
メーカー希望小売価格での合計価格：177,540円(税込)

雨でも、夜でも、花粉の季節も、
毎日、カラッといきましょう。

※販売価格は、1階に設置した場合の価格になります。2階以上への設置は別途御見積となります。
※新規にガス衣類乾燥機を取り付ける場合は別途ガス栓の増設が必要になります。
※設置状況により別途部材が必要となる場合があります。
※基本工事費には取付工事費、取外工事費、処分費が含まれます。
※詳細は弊社社員までお問い合わせください。
※ガス衣類乾燥機の処分には、家電リサイクル法により別途費用が掛かります。

リンナイ（株）の
商品紹介動画に
リンクしています。

※動画再生の掲載には
　期限がございます。

円
（税込）154,000基本工事費込

販売価格

お問い合わせ先


