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業務用ガス給湯器はリースがオススメ
最新設備と保証がセットで

手厚いアフターサポートを
ご希望のお客さまには機器トラブルを
軽減する遠隔監視オプションや
定期点検付きプランもご用意しました。

病院・介護施設 スポーツ施設・学校ホテル・旅館 レストラン

こんな施設におすすめします

ノーリツ業務用安心保証 リースプラン

月額リース料の目安

申し込みの流れ

リース概要

物件価格に対する給湯器台数は目安です。月額リース料は給湯器の台数や設置状況によって異なります。
詳細はお問い合わせください。下記金額に、別途消費税がかかります。　

定期点検付き 定期点検なし定期点検付き

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

●所定の審査申込書に署名・捺印・必要事項記入の上、リース会社
へメールまたはFAXをお願いします。
●1～2営業日で審査回答を行います。（審査の結果、ご希望に添え
ない場合もございますので予めご了承ください）

商談

審査2 ●リース会社より、リース契約確認のお電話を差し上げます。
●リース契約が開始します。

契約開始5

●毎月3日（休日の場合は翌
営業日）に引落にてリース
料をお支払いただきます。

支払6●商談により、導入機器を選
定します。

商談1 商談
●所定のリース契約書に記
入し、販売店営業担当者
宛に送付をお願いします。

契約3 商談
●リース契約手続き完了後、
販売店より機器を設置・納
品します。

納品4

お客さま

三井住友ファイナンス＆リース ノーリツ

安心保証リース提案・納入引き渡し

※安心保証は（株）ノーリツが指定する運営会社と共同で運営および提供をしています。

代理店/販売店さま

選べる
保 証
選べる
保 証

初期費用
おさえて

選べる
保 証

※2021年7月現在

売買契約（物件代金一括支払い） 物件代金一括支払い

アフターサポート

安心保証リース契約・リース料支払い

●提携リース会社

このカタログは2021年6月現在のものです｡　2106‐00 ツールNo.
ノーリツ業務用安心保証 リースプランのご案内 1350612

三井住友ファイナンス＆リース株式会社
リテール開発部

03-3515-1915東京

06-6282-5405大阪

個人情報の取り扱いについて

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

本　　社　神戸市中央区江戸町93（栄光ビル）　 〒650-0033

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格（税抜価格）です。また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。商品 についてのお問い合わせは…修理 点検

株式会社ノーリツ コンタクトセンター

0120-911-026通話料金
無料 【受付時間】

365日24時間
※訪問は日中、地域により休日あり

（078）928-4831 （078）921-5656

【受付時間】
365日24時間
※訪問は日中、地域により休日あり

（078）928-4831

修理の受付・故障に関する
お問い合わせ

1

【受付時間】
〈 平日 〉9：00～17：30 
※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

有償点検・所有者情報に
関するお問い合わせ

2888または88表示に関する
お問い合わせ

0

【受付時間】※年末年始を除く
〈   平日   〉9：00～18：00 
〈 土・日・祝 〉9：00～17：00

商品に関する
お問い合わせ・その他

3

携帯電話からのお問い合わせは…

0570-064-910（通話料がかかります）

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人
を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。以下の場合を除
き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のため当社関係会社や販売店等へ連絡す
る場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等に基づく場合。■ご連絡いただいた個人
情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等
に関しては、弊社人事総務部 個人情報担当（　078-391-3361 受付時間 平日9:00～17:00）にご連絡願います。

遠隔監視付きプラン

7年（84回）/円（税別） 7年（84回）/円（税別）10年（120回）/円（税別）物件価格/円（税別）
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2

3

4
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8

10

給湯器台数
（目安）

12,400
21,000
29,700
38,300
47,000
55,600
72,900
90,200

8,900
16,700
24,500
32,200
40,000
47,800
63,300
78,900

11,000
17,900
24,800
31,700
38,500
45,400
59,200
73,000

～新たなプランが追加になりました～



リース期間

対象商品

付帯工事等

修理費

遠隔監視

便利 有利 万全 安心 動産総合保険付きだから
万一の災害時も安心。

対象給湯器

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
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守
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▼

ノーリツ業務用安心保証リースプラン一覧

近年は大規模な自然災害が増加する傾向にあり、これに伴い
機器故障や水没などの被害に見舞われるケースも少なくあ
りません。莫大な損害が生じかねないこれらのリスクを動産
総合保険で軽減し、お客さまの不安を解消します。

業務用システムにありがちな過剰設備を回避で
きるとともに、拡張性を生かして多様な給湯ニー
ズにお応えします。50号マルチシステムの場合、
最大 24 台連結 1,200 号まで対応可能です。
※石油マルチシステムは対象ではありません。

さらに定期点検付きプランなら
故障リスクも軽減。

定期点検では年に1回、業務用機
器を熟知したプロのサービスマン
がチェックシートに基づき機器点
検を実施します。専用の機具や計測
機器を使って丁寧に清掃・点検を
行うため、経年劣化による故障の軽
減にもつながります。

ガスマルチシステム　32号・50号

1 台設置や簡単 2 連結接続に対応。
飲食店を中心とした小型店舗に好適です。
※フード対応の給湯器（-FH）は対象ではあり
ません。　

単品・簡単2連結　16号～50号

「業界初！（2018年1月時点）」の業務用のふろ
給湯器です。複数の方が交代で入浴される老健
施設の個浴（交代浴）対応に最適です。
プランの受付については ◆ をご確認ください。

ふろ給湯器　GQT

リース契約期間中はメーカー保証1年に加え最大9年の延長
保証付きです。リース契約期間中に万一、修理が必要になっ
ても出張費・修理費用はいただきません。急な出費の心配が
なく、予算化しやすいのも嬉しいポイントです。

まとまった初期費用は不要。 
リース料は経費で処理OK。

購入費＋修理保証も
コミコミで毎月定額。

●手元資金や銀行借入枠を温存
●所有に伴う煩わしい事務負担を軽減

月々わずかなリース料で最新の給湯機器を導入いただけま
す。リース料は毎月定額のためコストの把握や管理も容易で
す。また、リース料は経費処理が可能です。 
※会計処理については税理士等専門家にご相談ください。

遠隔監視オプションに加入できます
機器に不具合が発生すると、システムが自動的にノーリツコ
ンタクトセンターへ情報を送信。必要に応じて最寄りのサー
ビスマンがお客さまへ連絡～訪問・点検・修理を行い、機器ト
ラブルをいち早く解消します。 
※点検なし7 年プランの場合は必ずご加入いただきます。

※地震、噴火、津波による損害や、機能を害さない経年劣化などは補償の対象外です。
動産総合保険は三井住友ファイナンス＆リース株式会社のメニューとなります。

給湯
機器最新 安心とノーリツ業務用

安心保証リースプラン
まとめて
導入できます。

業務用ガス給湯器の導入や更新をお考えの方におすすめ

リース料は
毎月定額

業務用給湯器GQ16号※1･20号・24号※1・32号・50号、業務用ガスふろ給湯器GQT

単品設置・簡単2連結・マルチシステム

含む

無償 ※2

含む

無償

消耗品 無償 ※3無償 ※3

◯

設置条件

10年

7年

5年

定期点検付き 点検なし

あり なし あり

◯ ◯ ×

◯ ◯ ◯

◯ ◯

※１ GQ-C2422WZD-FH、GQ-C1622WZD-FH、GQ-1620WZ-FFAｰ3はリース契約いただけません。
※２ 保証限度額は給湯器本体の希望小売価格までとなります。限度額を超えた費用はお客さまに実費でご請求致します（※限度額には消耗部品交換も含まれます）。
※３ 「中和器」「COセンサー」の消耗部品も無償対象です。
㈱ノーリツが設計上必要と考える設置台数を下回る台数でご使用の場合、保証できないことがございます。ご契約前に使用状況を弊社担当までご連絡ください。

◆2021年7月現在　リース期間5年、業務用ガスふろ給湯器GQT、即出湯ポンプユニットのご契約受付は開始しておりません。
日程などの詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

リース契約

月賦購入時

～対象商品・期間が増えました～

対象となる主な事故例　台風・風水害/落雷/土砂崩れ/火災

よくあるご質問
リース中に機器が故障した場合、修理費用はどうなりますか？
A.修理費用はいただきません。
リースプラン契約期間中の修理費用は弊社負担ですのでご安心ください。
※点検なし7年プランの場合は限度額の設定がございます。

リース契約は中途解約できますか？ 
A.契約期間中は原則として中途解約できません。
なお、やむを得ないご事情により解約される場合は「残リース料金および、
事務手数料等の解約金」が必要となります。

安心保証リースで保証される商品は何ですか？
A.給湯器本体と付帯部品となります。

リース期間が終了後はどうなりますか？

選べる
保 証
選べる
保 証
選べる
保 証

付帯部品とは標準リモコン、システムコントローラー、遠隔監視ユニット、ノーリ
ツ製マルチ配管部材となります。定期点検付きプランにご加入の際は即出湯ポン
プユニットも本体が保証対象となります。なお安心保証対象外の商品でもリース
契約は可能です。
プランの受付については ◆ をご確認ください。

１．設備更新：安心保証リースの新規契約（終了までと同じ安心保証がつきます）
２．継続使用：再リース契約（再リース料は年間リース料の１／６となります）、安
心保証はつきません。

３．契約終了：機器を取外しリース会社に返却（関連の経費はお客さまご負担と
なります）

A.次のうちいずれかをお選びいただけます。


