
最新の住宅設備に対する入居者ニーズは高い

設備導入に伴う
初期費用が不要

最初の設備購入費用や設置費用が必
要なく、資金を有効活用できます。

安定したキャッシュ
フローを構築

毎月の支払額が固定されているため、
計画的な事業収支が可能です。

満了のご案内で設備
更新時期をお知らせ

リース満了前にご案内を送付します。
設備更新時期の把握がしやすく計画的
な賃貸経営ができます。

リース料は
経費に計上

月々のリース料はその年度の経費とし
て計上することが可能となり節税効果
をもたらします。※1

ご契約の手間もかからず
審査もスピーディ

原則申込書1枚で受付可能で、審査も通
常1日～2日で済みます。リース料のお支
払いも口座振替なので手間いらずです。

10年間、修理の回数・
金額上限なし

メンテナンス付リースなら万一の故障
時もリース料金内で修理できるので急
な出費が発生しません。※2

※1 : 一部上場企業など、経費計上が認められない場合があります。 ※2 : 消耗品または発生事由によりメンテナンス対象外となる場合がございます。

外壁塗装などの大規模
修繕の際に初期費用
が不要なため、資産の
有効活用ができます。
また契約期間が1～10
年の間で選べるので安
定した予算編成が可能
です。

外観・内装プラン

初期費用不要で人気の
設備が導入できるプラ
ンです。ユニットバスや
システムキッチンが分
割払いで導入できるの
が魅力です。また契約
期間が1～8年の間で
選べるので安定した予
算編成が可能です。

設備プラン

住宅設備更新の

ミカタ

建物リフォームの

ミカタ

賃貸住宅オーナー様のために、

2つのうれしいミカタを。
賃貸住宅オーナー様のために、

2つのうれしいミカタを。
賃貸住宅向け　住宅設備機器のリース・分割払いについて

ネットショッピングの利用増加
などから、単身者向けの3位、
ファミリー向けでも4位に「宅配
ボックス」が大きく順位を伸ばし
ランクイン。ファミリーの3位に
は「追い炊き機能」付き給湯器
がランクインし、定番の設備とし
て根強い人気が感じられます。

単身者向け ファミリー向け

インターネット無料
エントランスのオートロック
宅配ボックス

インターネット無料
エントランスのオートロック
追いだき機能

ホームセキュリティ
ウォークインクローゼット
浴室換気乾燥機
TVモニター付インターホン
独立洗面化粧台
防犯カメラ
システムキッチン

宅配ボックス
システムキッチン
ホームセキュリティ
浴室換気乾燥機
ガレージ
ウォークインクローゼット
エコキュート（電気）
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この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決まる TOP10
お問い合わせ

東京ガスリースとのご契約概要

■ご契約について
ご契約にあたっては、東京ガスリース株式会社の基準による審査が

あります。契約期間中は、原則として中途解約や機種変更、契約条

件の変更などはできません。

■ご契約対象のお客さま
賃貸住宅のオーナーさま（個人・法人）

（賃貸住宅には事業所や社宅、寮などを含む）

たてもの充実分割の概要

■外観・内装プランについて

契約形態

主な工事対象

契約期間

立替払契約

オーナーさまが所有する賃貸住宅の外壁塗

装、屋上防水工事、階段手すり塗り替え工事、

配水管更正工事、室内リフォーム工事（設備機

器代および設備機器設置工事代は除く）など

1年～10年（1年単位）

割賦販売契約

システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、

トイレ、温水洗浄便座、水栓金具、宅配ボック

ス、メールボックスなど

1年～8年（1年単位）

■設備プランについて

契約形態

主な工事対象

契約期間

〒163-1064　東京都新宿区西新宿三丁目7番1号  新宿パークタワー12階
TEL.03-5322-1125  FAX.03-5322-1160
［受付時間］9：00～ 17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）

東京ガスリース株式会社

http://www.tg-lease.co.jp/

有効期限：2020年 3月末日
2018.03.BS

オーナー安心リースの概要

■リース期間終了後について
リース期間が満了する前には書類にて満了をお知らせ致しますの

で、満了後の扱いを次の①～③よりご回答いただきます。

①取　　替 本リース契約を終了し、新しい機器に取替え、新たな
 リース物件としてご利用いただきます。
 ※あらためてご利用条件の確認と審査がござい
 ます。

②再リース リース期間を1年延長して、契約中の機器をリース
 物件としてご利用いただきます。
 ※再リース期間中の修理は原則有料です。

③返　　還 本リースを終了し、リース物件を取外して東京ガス
 リースへ返還していただきます。
 ※取外し・運搬費用はお客さまにご負担いただきます。

■オーナー安心リース対象商品
風呂給湯器　給湯器　ルームエアコン　ビルトインコンロ

ガス浴室暖房乾燥機　コンビネーションレンジ　

コンベック　食器洗い乾燥機　ガス衣類乾燥機　

ガス温水システムTES　GHP　警報器

■リース期間について
通常4年～8年・10年のなかから選択となります。

※機器によっては最長8年となります。

■リース料に含まれるメンテナンス内容について
通常使用における機器故障・不具合に関わる「修理出張料」「技

術料」「部品代」など。原則、リース契約期間内まで（TES・GHP

を除く）。

※メンテナンス期間は、機種およびリース期間によって異なります。

詳細はお申し込み時にご確認ください。

2つのミカタで、賃貸経営も安心です。
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【出典】全国賃貸住宅新聞 2017年9月～10月



システムキッチン⑨ ユニットバス⑫

屋上防水工事⑰ 外壁塗装⑱

宅配ボックス⑯メールボックス⑮

洗面化粧台⑪

トイレ⑬ 温水洗浄便座⑭

水栓金具⑩

※その他、賃貸経営に関する
　設備・工事についても
　お気軽にお問合せください。

オーナー安心リース（メンテナンス付）と
たてもの充実分割の違い 住宅設備の更新は適切に

意外と知られていないのが住宅設備の耐用年数。下記の表を参考に、
各設備のメンテナンスについて、タイミングよく実施しましょう。

※ご使用の頻度や環境によって耐用年数が違います。各ポイントの前後2年程度
をお手入れの目安にしてください。上表はメンテナンス時期の目安であり、保証内
容を示すものではありません。

計画的なお取替えをお勧めしています。

キッチン

リビングルーム

バスルーム

洗面室

トイレ

玄関

屋根・外壁

築5年 築10年 築15年 築20年 築25年 築30年
水栓器具の部品交換

クロス張替え

水栓器具の部品交換

水栓器具の部品交換

便座交換

本体交換

床の部分補修

コンロの交換 本体交換

クロス張替え

本体交換

塗装 塗装・張替え

便器・タンク交換

ドア取替え

床張替え クロス張替え

部分的なメンテナンス
全面的なメンテナンス

住まいのお手入れサイクルで、所有物件の
リフォーム時期をご確認ください。住まいのお手入れサイクル

地域密着の東京ガスグループがお届けする、

給湯器など定期的に交換が必要となる住
宅設備は「オーナー安心リース」がオススメ
です。最新設備を手軽に導入でき、メンテ
ナンス付リースなら万一の故障時もリース
料金内で修理できます。

システムキッチンや外壁塗装などの工事を
分割払いで導入できる「たてもの充実分

割」。導入時の初期費用が不要で毎月の
支払額が固定のため、計画的な賃貸経営

ができます。「設備プラン」と「外観・内装

プラン」、2つのプランをご用意しています。

最長10年間のメンテナンス付リースをはじめと
して、人気のガス機器を安心・お手軽・簡単に
導入できます。

月々決まった金額で人気のシステムキッチンや
ユニットバスの交換・外壁塗装ができ、競合す
る物件との差別化を図れます。

お客さまの声

入居者様に好評の設備を導入することで、すぐ
に次の入居者

様が決まるなど物件の競争力向上にも大きく貢
献しています。

全戸の交換は費用がかさみますがリースで無
理なく導入でき

ました。

「より良い提案をいただきました！」

お客さまの声

給湯器や浴室暖房乾燥機、ガス衣類乾燥機、エアコンまで一括でリース契約しています。
メンテナンス付なので不具合があってもすぐに修理してもらえるのが良いところです。

「修理対応も安心してお任せできます」

お客さまの声

屋上の防水性能や外壁が劣化し、大規模修繕することに。
『たてもの充実分割～外観・内装プラン～』は、手続きも簡
単で保証料や担保も不要なのですぐに契約しました。

「手続きも簡単でした！」

お客さまの声

分割払いのおかげでタイミングよく部屋のグレードアップができ
て助かりました。また時代に合わせて和室を洋室に変えました。
これらの費用が簡単な手続きで分割払いにできて、助かり
ました。

「初期費用がかからず助かりました」

給湯器① ガスオーブン④

ガス漏れ警報機⑧

10年
メンテ可

ビルトインコンロ③

10年
メンテ可

食器洗い乾燥機②

10年
メンテ可

10年
メンテ可

ガス衣類乾燥機⑥

10年
メンテ可

※熱源機とセットの場合のみメンテ
　ナンスリース対象

浴室暖房乾燥機⑦

10年
メンテ可

ルームエアコン⑤

10年
メンテ可

⑨⑨ ⑫⑫⑪⑪ ⑬⑬

⑭⑭

⑩⑩

①① ⑧⑧

③③

信頼の住宅設備機器リース＆分割払い。安定的な賃貸経営をサポートします！

⑯⑯
⑮⑮

⑰⑰

⑱⑱

④④

⑥⑥

⑦⑦⑤⑤

設備プラン 外観・内装プラン

【参考】住宅産業協議会ホームページより

リース会社

リース会社

リース会社

リース会社

お支払完了後、
お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

物件の所有権

物件の修理費用

減価償却

固定資産税・
動産総合保険

（メンテナンス付）

②②

設
備
プ
ラ
ン

外
観
・
内
装
プ
ラ
ン

※「お客さまの声」はあくまで個人の感想で感じ方には個人差があります。


