
※お支払い例となります。詳細は契約後の償還表（ご利用明細書）でご確認ください。

¥1,000,000 ¥170,700 ¥87,400 ¥45,700 ¥31,800

¥22,800 ¥15,900

¥119,500 ¥61,200 ¥32,000 ¥22,300

¥43,700

¥4,500 ¥3,100

¥51,200 ¥26,200 ¥13,700 ¥9,500

¥8,700¥100,000

¥300,000

¥500,000

¥700,000

¥17,000

¥85,300

　口座お引落し日 　毎月6日（金融機関休業日の場合は翌営業日）

主なお支払い例

毎月均等払いの場合（端数は初回お支払いで調整するものとします。）

お申込み金額 6回 （半年） 12回 （1年） 24回 （2年） 36回 （3年）

　ボーナス支払総額がクレジット申込金額の50％以下

　夏季：6・7・8月　冬季：12・1月

　取扱金融機関 　都市銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合

　収納代行会社 　SMBCファイナンスサービス株式会社

　分割払

　　※個人事業主・法人は

　　　 ボーナス利用不可

　毎月均等払

　ボーナス併用払

　ボーナス加算月

　月々5,000円以上、100円単位

お支払い方法について

　お客様手数料 　アドオン料率　0.41％　×　お支払回数　（実質年率：7.36%～9.16%）

　お支払回数 　3・6・10・12・18・24・36回

　必要なもの

　（法人）

　商業登記簿謄本

　法人代表者さま身分証明書

　ご確認資料

　その他必要なもの

　ご確認資料

　運転免許証・健康保険証・パスポート・住基カード（写真付き）

　外国人の場合：上記身分証明書＋在留カードor特別永住者証明書

　審査基準

　個人・個人事業主 　信用情報を含めたクレジット会社総合判断

　法人代表者様の信用情報を含めたクレジット会社総合判断

　連帯保証人　：　法人代表者様

ペレットクレジットご利用の流れ

クレジット会社情報

　申込対象者 　個人　・　個人事業主　・　法人

　申込年齢 　満20歳以上70歳未満まで（申込時）　・　法人はクレジット会社総合判断による

お申し込みについて

　クレジットカード会社 　西京カード 株式会社

　所在地 　〒745-0031 山口県周南市銀南街4番地 ウエスト92ビル4F TEL0834-32-5988/FAX0834-32-5985

　取扱限度額 　個人・個人事業主・法人 　30,000円以上　1,000,000円以下

　法　人

　必要なもの

　（個人・個人事業主）

－－－－やまぐち

やまぐちやまぐち

やまぐち ペレットクレジット

ペレットクレジットペレットクレジット

ペレットクレジット 「ペレクレ」「ペレクレ」「ペレクレ」「ペレクレ」－－－－

お客さま

お客さまお客さま

お客さま ペレットステーション山口

ペレットステーション山口ペレットステーション山口

ペレットステーション山口

西京カード

西京カード西京カード

西京カード

設置・納品

クレジット契約

加盟店契約

～～～～やまぐちやまぐちやまぐちやまぐちペレットクレジットペレットクレジットペレットクレジットペレットクレジットスキームスキームスキームスキーム～～～～

■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・

■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・

■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・

株式会社

株式会社株式会社

株式会社スタジオセンス

スタジオセンススタジオセンス

スタジオセンス （ペレットステーション山口）

（ペレットステーション山口）（ペレットステーション山口）

（ペレットステーション山口）

〒

〒〒

〒753-0214山口県山口市大内御堀

山口県山口市大内御堀山口県山口市大内御堀

山口県山口市大内御堀981-3

TEL 083-934-5955
HP http://www.studio-sense.jp

e-mail info@studio-sense.jp

お申し込み

審査及び

審査結果連絡

設置

設置確認

ご契約

ＧＯ！



■ペレットストーブ 価格表■ペレットストーブ 価格表■ペレットストーブ 価格表■ペレットストーブ 価格表

（１）商品代及び初回設置工事（特殊工事・オプション品・諸経費 除く）

（１）商品代及び初回設置工事（特殊工事・オプション品・諸経費 除く）（１）商品代及び初回設置工事（特殊工事・オプション品・諸経費 除く）

（１）商品代及び初回設置工事（特殊工事・オプション品・諸経費 除く） ＊価格は全て税別表記です

機種名 SS-5 SS-10 SS-10（RED） RS-mini RS-4 DK-12

機種デザイン SS-10

本体価格 ¥198,000 ¥340,000 ¥350,000 ¥218,000 ¥298,000 ¥380,000

基本配管セット（ｽﾃﾝ） ¥17,000

立上げ配管セット（ｽﾃﾝ） ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000

送料 ¥5,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥8,000 ¥10,000

基本設置工事 ¥35,000 ¥45,000 ¥45,000 ¥35,000 ¥45,000 ¥45,000

合計（税別） ¥275,000 ¥430,000 ¥440,000 ¥275,000 ¥388,000 ¥472,000

（２）メンテナンス契約（出張費別）　金額/1回

（２）メンテナンス契約（出張費別）　金額/1回（２）メンテナンス契約（出張費別）　金額/1回

（２）メンテナンス契約（出張費別）　金額/1回

機種名 SS-5 SS-10 SS-10（RED） RS-mini RS-4 DK-12

（Ａ）メンテナンス

¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥30,000

（Ｂ）一時預かり ¥30,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥30,000 ¥35,000 ¥40,000

合計（税別） ¥50,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥50,000 ¥55,000 ¥70,000

＊「メンテナンスのみ（A）」及び「メンテナンス（A）＋一時預かり(B)」は承ります。「一時預かり（B）」のみのサービスはございません。

（３）出張費　金額/1回

（３）出張費　金額/1回（３）出張費　金額/1回

（３）出張費　金額/1回

¥2,000

¥3,000

¥4,000

適宜

（４）RS-4を3年クレジット。メンテナンス契約＋シーズンオフ預かりを毎年（3年目はメンテナンスはするが一時預かりなし）。宇部市内のお客様。

（４）RS-4を3年クレジット。メンテナンス契約＋シーズンオフ預かりを毎年（3年目はメンテナンスはするが一時預かりなし）。宇部市内のお客様。（４）RS-4を3年クレジット。メンテナンス契約＋シーズンオフ預かりを毎年（3年目はメンテナンスはするが一時預かりなし）。宇部市内のお客様。

（４）RS-4を3年クレジット。メンテナンス契約＋シーズンオフ預かりを毎年（3年目はメンテナンスはするが一時預かりなし）。宇部市内のお客様。

　　 契約・・・平成27年9月1日の場合

　　 契約・・・平成27年9月1日の場合　　 契約・・・平成27年9月1日の場合

　　 契約・・・平成27年9月1日の場合

契約年数 回数 金額 金額 条件

36 ¥388,000 ¥388,000 ｵﾌﾟｼｮﾝなし

3 ¥20,000 ¥60,000 毎年（3回）

3 ¥35,000 ¥105,000 3年間（3回）

7 ¥2,000 ¥14,000

合計（税別） ¥567,000

合計（税込） ¥612,360

分割払い手数料 ¥90,384

合計（税込）＋金利分 ¥702,744

月々払い ¥19,500 初回：\20,244

シーズン

[メンテナンス・預かり]

シーズン

[メンテナンス・預かり]

シーズン

[メンテナンス・預かり]

シーズンオフ シーズンオフ シーズンオフ

山口市、防府市、宇部市、美祢市（旧美東町、秋芳町）、萩市（阿武町より南）、島根県（津和野町、吉賀町、益田市）

周南市、下松市、美祢市（旧美東町、秋芳町を除く）、山陽小野田市、萩市（阿武町より北）、阿武町、長門市

岩国市、和木町、周防大島町、柳井市、熊毛郡、光市、下関市、島根県浜田市

エリア

上記以外

条件

3

 （１）商品代＋設置

 （２）メンテナンス契約

 （３）シーズンオフ預かり

 （４）出張費

■メンテナンスサービス

■メンテナンスサービス■メンテナンスサービス

■メンテナンスサービス

■シーズンオフ一時預かりサービス

■シーズンオフ一時預かりサービス■シーズンオフ一時預かりサービス

■シーズンオフ一時預かりサービス

燃焼灰やススをストーブや配管内に残したままにしておくと

本体がサビついたり、不具合を起こす原因となります。

末永くご愛用いただくためにもプロのメンテナンスをオススメします！

（最低でも３年に１回はこのサービスのご利用をご利用ください）

シーズンオフはストーブを撤去しておきたい・・・

という方のために、一時預かりサービスを始めました！

シーズン終わりにお引き取り、シーズン始めに設置にお伺いします。

（メンテナンスとの併用サービスとなります）

平成27年9月1日

設置

平成28年4月1日

引取り

平成28年9月1日

設置

平成29年4月1日

引取り

平成29年9月1日

設置

平成30年4月1日

引取り

平成30年9月1日

設置

ご契約

ご契約ご契約

ご契約

イメージ

イメージイメージ

イメージ

■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・

■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・

■やまぐちペレットクレジットに関するお問い合わせは・・・

株式会社

株式会社株式会社

株式会社スタジオセンス（ペレットステーション山口）

スタジオセンス（ペレットステーション山口）スタジオセンス（ペレットステーション山口）

スタジオセンス（ペレットステーション山口）

〒
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〒753-0214山口県山口市大内御堀

山口県山口市大内御堀山口県山口市大内御堀
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2015 NEW

2015 NEW


