
キッチン 間取り変更

ジメジメ梅雨の季節も
浴室暖房乾燥機で
カラッと清潔に
衣類乾燥！

担当より一言
今回、マンションＲＣ(鉄筋コンクリート)構造の間取り変更を
含めた全面改修を担当させていただきました。
限られたスペースでもリフォームすることで収納力がアップ
し、部屋を明るくしたことで広く感じるようになりました。ま
たリクシルのインプラスで二重サッシにしたことで防露・防
音対策もばっちりで、快適になったとご満足いただけました。

Ｑ1．きっかけは何でしたか？ 

Ｑ2．当社の工事はいかがでしたか？

　 

Ｑ3．改修して良かったところは何ですか？

Ｑ4．お友達に勧めたいと思いますか、あればどんなところですか？ 

ヤマニがお客さまへ贈る限定お得情報 !

リフォーム後の満足度アンケート編
当社で施工したお客様からの声を掲載させていただきました。
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創業50年の施工実績を持つ当社にお任せください！

中林

リフォームで暮らしを
もっと快適に

本　　　　社 04-2995-6368㈹
所 沢 支 店 04-2994-5527㈹
所沢充填工場 04-2942-7007㈹
嵐山支店・充填工場 0493-61-1182㈹
深 谷 支 店 048-571-8980㈹
草 加 支 店 048-931-3300㈹

坂戸営業所 049-286-8022㈹
秩父営業所 0494-24-9564㈹
騎西営業所 0480-73-6351㈹
多摩営業所 042-636-8021㈹
小山営業所 0285-45-3490㈹

ご注文・お問い合わせは

ホームページは

㈱ヤマニエコライフ本社 04-2995-6372
ライファ東所沢 04-2995-6650
ヤマニソーラーネット首都圏本部 04-2994-8139
LIXILリフォームネット深谷 048-571-8995
LIXILリフォームネット小山 0285-45-3490
LIXILリフォームネット坂戸 049-286-8022

　　　　その他の系列会社
㈱高尾不動産部 04-2991-7233
㈱高尾石材部 04-2993-6001
所沢中央霊園 04-2993-6038
ルモン埼玉販売 04-2995-6388

ヤマニエコライフ　 検索山二ガス　　　　　 検索
ホームページは

施工前

施工後

山二ガスグループサービスセンター【所沢支店】

ヤマニファミリーズはヤマニグループのお客様とのより良いコミュニケーションの場として発行しております。ご意見ご感想などありましたら、お気軽にお寄せください。

☎04-2994-5527㈹
㈱ヤマニエコライフ

☎04-2995-6650㈹

安全にガス機器をお使いいただくために

山二ガスお客様紹介

ガス機器使用時は
「必ず換気」をしましょう

手打ちそば 田中屋 様

ガス機器を使うときには、まず換気！

一酸化炭素はきわめて毒性が強く、
しかも無色・無臭です。その為、気
づかないうちに中毒症状を起こし身
体の自由が奪われ、死亡事故につな
がる場合もあります。

●ガス機器を使うときは換気扇を回して必ず換気
( 給気と排気 ) をしましょう。また、給気口がふ
さがっていないか確認しましょう。

●ガスファンヒーター
などを長時間使うとき
は、ときどき窓を開け
て新鮮な空気に入れ換
えるなど、必ず換気を
しましょう。

【車でのアクセス】　国道 140 号線を秩父駅から浦山
ダム方面に向かって左側。押堀橋の信号を越えた先
の西松屋の向い。

担当よりひとこと
　今回、店主おすすめの舞茸天せいろを頂きました。
香り、のどごし抜群のおそばはとても美味しかった
です。
　他にもおろしそばやとろろそばなど美味しそうな
メニューがありました。
　秩父方面にお越しの際は是非お立ち寄りください。

第1回目となる今回は秩父市の手打ちそば 田中屋様にお伺いしました。店主の鈴木様は
東京練馬区の老舗、名月庵 田中屋で修業し独立。以来、30年以上そば作りに精進され、
県外からもそば通が足繁く通う名店です。

業務用厨房でお使いの皆さまへ
エアコン使用時に室内を閉め切り、
給気不足となる場合があります。必
ず十分な給気を確保して下さい。

築30年が過ぎたこと、主人の定年、消費税増税問題などが重なり、

なんとなくネットで検索しショールームへ。そこで主人がエコカ

ラットに一目惚れ！

ショールームで細かいところまで見ることができ、納得がゆくまで

説明を受けてからの工事スタートで、とても安心が出来ました。素

人の私たちの勝手な注文を、現場の方が具体的な形にし、さらにス

テキに仕上げてくださり、毎日の工事の進み具合が楽しみでした。

とにかく全て！！マンションなので、全面リフォームをして我が家

だけ新築になりました。外側はおんぼろなのに(笑)。水回りは面積を

広げていないのに、見に来た方が全員「広ーい！」とビックリ。ま

たクローゼット等も増したわけでもないのに、家具をすべて処分し

ても荷物が片付いたいう機能性抜群のお部屋に大変身で大満足です。

全て！同じマンションで一昔前にリフォームした方からは「私もこ

うしたかったけど出来ないと言われた。」「我が家に合うサイズのお

風呂が無かった」などの話を聞きましたが、今はまるでオーダーメ

イド。我が家サイズ、自分サイズで使いやすく、暮らしやすくなり

ます。老後のことも考えて、是非！とお勧めしたいです。

ご協力いただきありがとうございました。

さっそくですが、こだわりを教えて下さい
　地元秩父産のそば、秩父の湧水、秩父産の舞茸など
地元の食材を使っています。特にそば粉は契約農家か
ら仕入れた玄そばの実を真空パックして氷温貯蔵した
ものを毎日必要な分だけ石臼で挽き、使用しています。
　
地産地消ですね。それではおすすめは何ですか？
　おすすめは秩父産の舞茸を使った舞茸天せいろです。
　毎日自家製粉した香り高いそばとパリッと揚げた舞
茸の天ぷらとの相性は抜群です。厚削りと薄削りの本
枯節を使ったつゆで是非ご賞味下さい。
　秩父産の完熟いちご100%の自家製いちごシャーベッ
トもおすすめです。

おいしそうですね。店内も落ち着いた雰囲気でとても
綺麗ですね。
　昨年4月に改装してリニューアルオープンしました。
落ち着いてそばの味を堪能していただけるよう、壁や
照明なども落ち着いた雰囲気になるようにしました。

最後にご覧になっている皆さまへ一言お願いします
　四方を山々に囲まれた秩父盆地で育った風味豊かな
そばを、秩父地方にお出かけの際は当店でご堪能くだ
さい。
　そばと一緒にお出ししているそば湯にはそばの栄養
が豊富に溶け込んでいますので、ぜひ残ったつゆをそ
ば湯で割ってお召し上がりください。
　―また昼食にお邪魔させていただきます。本日はあ
りがとうございました。

舞茸天せいろ1,340円 ( 税込 )

営業所住所　埼玉県秩父市上影森99-1
　　　　　　ＴＥＬ：0494-24-9564

山二ガス事業所紹介

秩父営業所
秩父営業所は1988年12月に秩父市の上影森に開設されました。開設以来26年を迎え
ますが「お客様本位・誠心誠意・前向きに」を信条として日々サービスや技術の向上に努め
ています。
所長インタビュー
秩父の特徴を教えて下さい。
　秩父地方は埼玉県の北西部に位置し、秩父山地に四方
を囲まれ、中央に秩父盆地が広がっています。
　都心から1時間半ほどの距離にありながら、水や緑が
豊かな観光・レジャースポットとしても知られています。
　春は芝桜、夏はキャンプや川遊び、秋には龍勢祭、冬は
秩父夜祭と四季折々の魅力があふれています。

秩父地方の方言を教えて下さい
　　ほっかい・・・そうなのかい
　　せやあねえ・・・大丈夫　　　などがあります。
　また、行動を表す時に「お世話になる」と言うことが多
いです。例えば、「お茶いっぺえお世話になるべえ」とい
うのは、お茶を一杯頂きましょうという意味になります。

今後の抱負をお聞かせください。
　私が秩父に赴任して2年目を迎えますが、自然豊かで
心優しい方が多い秩父がとても好きになりました。
これからも愛する秩父の為に、ガスの安定供給や細やか
なサービスを通して皆さまのお役に立ちたいと思って
います。

最後に一言お願いします。
　これからの季節は森林浴やハイキングをかねての札
所巡りも楽しいですよ。是非秩父にいらして下さい。
秩父弁だと「秩父にいってんべー！（秩父に行ってみよ
う）」となりますね。

―どうもありがとうございました。

左より武藤・所長 藤井・丸山・湯川です。
どうぞよろしくお願いします！

No.
270

住　　所 埼玉県秩父市下影森810-1
Ｔ　Ｅ　Ｌ 0494-23-5420
営業時間 11時～19時
　　　　　 (火曜日のみ11時～16時)
定 休 日 月曜日・第一火曜日
駐 車 場 あり

間取り変更



ショールーム／所沢市牛沼235-1

℡.04-2995-6650
鶴ヶ島市高倉1162-3

℡.049-286-8022
深谷市宿根1412-1

℡.048-571-8995
小山市間々田800-11

℡.0285-45-3490
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ノーリツ20号　ガス給湯器エコジョーズ
GT-C2052SAWX-PX BL 
リモコンセットRC-E9101P-1
器具＋工事ｾｯﾄ合計￥437,091(税抜￥404,714)

￥232,200(税込)

水まわりが全体的に老朽化している
築20年～30年の住宅などに最適な工事込パック！

下の全ての商品・
さらに工事がついて

各工事、単品でのご注文も承っております。

（
税
込
）

インターホン

手すり

ハウスクリーニング

※トイレは排水位置が異なる場合、または床が腐朽し張り替えを必要とする場合は別途費用　※窓別注　※写真は全てイメージです

今ある窓に「重着」するだけ！
二重窓で外気や結露を防いで
ラクラク節電効果！

水まわり＆内装エコカラット
5点パック

ヤマニが運営するリフォーム＆太陽光発電の専門店　各店にお気軽にお任せください！

リフォームで暮らしをもっと快適に
住まいのお悩み事、
まとめてお安く

リフォームしませんか？

外窓とインプラ

スの空気層が障

壁となり高い防

音効果を発揮。

外からの音や室

内の音の出入り

をおさえます。

Panasonic製 VL-SV37KL
交換工事込

￥36,000(税込)

◆広角タイプで玄関まわり
　をひろびろ確認
◆録画機能で留守でも
　来訪者を確認
◆夜でもカラーで来客確認

Panasonic製　廻り階段（片側）
ブラケットベース使用

内廻り￥62,000(税込)

外廻り￥93,000(税込)

お年寄り・
お子様も安心！

キッチン （コンロ、シンク、シロッコファン等）　 ￥33,000
浴　　室 （浴槽、タイル、換気扇等）　 ￥23,000
ト イ レ （便器、床等）　 ￥13,000
洗 面 室 （洗面台、床等）　 ￥13,000
エアコン （自動お掃除タイプを除く）　 ￥13,000

インプラス引違い窓
（高さ120ｃｍ×幅170ｃｍ）
5ｍｍ透明ガラス入

￥53,000(税込)

製品代
　＋
標準工事代
（サッシ取付・
搬入費・諸経費）

5点セットなら

￥73,000(税込)

214.9万円 182万円

システムキッチン

SPIECE
PACK

1

お得
パック

浴室解体・給排水設備工事・電気設備工事・木工事・
ユニットバス組立て・処分費含む

ユニットバス

SPIECE
PACK

2

リトイレタイプ/洋便器解体・洋便器新規取付・処分
費含む床排水手洗い付き

トイレ

SPIECE
PACK

3

洗面化粧台解体・給排水設備工事・洗面化粧台新規
取付・処分費含む

洗面化粧台

SPIECE
PACK

4

エコカラットデザインパッケージ１㎡
既存壁がクロスの場合

内装エコカラット

SPIECE
PACK

5

キッチン解体・給排水設備工事・電気設備工事・キッチンパネル張り・キ
ッチンセット組み立て・シーリング工事・処分費含む・システムキッチン
幅2,550ｍｍサイズ

さら
に

お得
！

工事費
込み

防音効果

インプラスは樹

脂製。樹脂はア

ルミに比べて熱

伝導率が1／

1000程度と、

断熱効果に優れ

た素材です。

断熱効果

今ある窓の内

側に窓枠を取

り付けるだけな

のでお手軽に

リフォームでき

ます。

スピード施工

大きな断熱効果

で外気温の影響

を受けにくくし、

結露の発生を抑

えます。

結露を軽減

家の中で熱の出入りが
もっとも大きいのが「窓」

窓の断熱性を高めること
が住まい全体の断熱性能
を高めるポイントです。

浴室暖房乾燥機で梅雨の季節も浴室で衣類乾燥！涼風機能で夏場の入浴時の蒸し暑さも軽減！
スプラッシュミストですっきりリフレッシュ！

ガス熱源付給湯器エコジョーズ+浴室暖房乾燥機セット
現在お使いの給湯器を最新型エコジョーズに交換しませんか？

暖房専用熱源機+浴室暖房乾燥機セット
今お使いの給湯器はそのままに、温水暖房専用熱源機をプラスするだけ

工事込特価767,000円 工事込特価1,000,000円 工事込特価216,000円 工事込特価117,000円 工事込特価49,000円

ガステーブル

ビルトインコンロ取付標準工事
【工事詳細】取付工賃/部材代/撤去費

※加工オプション品の取付は別途費用がかかります。
※電気工事が必要な機種は、別途料金がかかります。
※単品での取付工事の料金となります。

取扱商品は他にも豊富にございます。
お客様のお好みや
ライフスタイルに応じてご提案いたします。

お手入れラクラク＆安心・安全機能で調理を楽しく！

ビルトインコンロ 全口「Ｓｉ」安心センサー搭載＆操作がシンプルで安心！

省エネ給湯器エコジョーズ 温暖化ガス・CO２を削減し、家計にもエコな高効率給湯器

ガス炊飯器 直火ならではのおいしさを

湯沸器 省令新基準適合

浄水器

40%
OFF！

ガラストップ
オートグリル機能で焼き時間と
火力を自動で調整

リンナイ RTS61AWG10RN-V
定価￥129,600(税抜￥120,000)

￥77,500
※工事費別途(税込)

40%
OFF！

ガラストップ(シルバーもあります)
一度にたくさん焼ける
ワイドサイズのグリル

ハーマン LW2268TSQSI
定価￥111,240(税抜￥103,000)

￥67,000
※工事費別途(税込)

4点セットで定価合計￥828,360(税抜￥767,000)
のところ￥412,000 (税込)

￥10,000(税込)

37%
OFF！

クリスタルコート
汚れがつきにくくお手入れしやすい
ホーロー素材の五徳

リンナイ RT61GH1S-B
定価￥47,304(税抜￥43,800)

￥30,000
※工事費別途(税込)

リンナイ20号オート　ガス給湯器エコジョーズ
①RVD-E2001SAW2-1(A)　※リモコンセットMBC-220VC付
②浴室暖房乾燥機 RBHM-W413KP ※リモコン付
③配管セット
④標準工事費

35%
OFF！

50%
OFF！

50%
OFF！

釡炊きごはんの味をご家庭で！
本焚白米モード搭載

6種類の炊飯メニューが充実！

シルバーもあります

ホワイトもあります

①本焚白米 ④炊き込み

②白　　米　 ⑤お か ゆ

③白米急ぎ ⑥玄　　米

リンナイ ガス炊飯器　直火匠
RR-055MST(ブラック／シルバー)
定価￥95,040(税抜￥88,000)

￥61,500(税込)

20%
OFF！

安全装置が充実。
お手入れも簡単な
ストレーナ搭載タイプ

○不完全燃焼防止装置が
　機器の運転を停止し、
　水を止めます。
○再点火防止装置が作動。
○電池交換時期が分かります。

リンナイ ガス瞬間湯沸器
RUS-V51YT(ホワイト／シルバー)
定価￥39,960(税抜￥37,000)

￥31,500(税込)

20%
OFF！

調理から美容まで様々な
シーンで活躍する浄水器！

●水素たっぷり電解水素水は
　胃腸症状の改善に。
●アルカリ性の電解水素水は
　料理の素材の味を引き出します。
●酸性水は洗顔や化粧水に。

浄水
機能 +

電解
水素水
生成

○交換用浄水カートリッジ〔HUU-K〕￥13,824(税抜￥12,800)
※標準取付工事以外で特殊取付を行う場合は、
　別途費用がかかる場合がございます。※標準工事は壁掛型から壁掛型へ交換する場合の費用となります。　※別タイプからの交換の場合、追加費用がかかる場合がございます。

◆Q機能
◆パワフル湯はり
◆快適保温
◆湯はり完了前お知らせ
◆たし水(ぬる湯)

◆省エネ湯はり　
◆快適おいだき
◆保温時間切替
◆たし湯
◆予約運転　等

OSG浄水器　ヒューマンウォーターHU-121
HU-121　￥246,200(税抜￥228,000)

￥197,500(税込)

40%
OFF！

ガラストップ
焦げ付きにくい
ヒートオフ構造でお手入れ簡単！

リンナイ RHS31W15G23R-STW
定価￥289,440(税抜￥268,000)

￥173,500
※工事費別途(税込)

35%
OFF！

ガラストップ
左右どちらのバーナーでも
強火から弱火まで使えます

ハーマン C3WL8RWASZWHS
定価￥203,040(税抜￥188,000)

￥132,000
※工事費別途(税込)

40%
OFF！

ガラストップ
シンプル＆スタイリッシュな
デザインでグッドデザイン賞受賞

DELICIA

リンナイ RS31W13A17R-VW
定価￥157,680(税抜￥146,000)

￥94,500
※工事費別途(税込)

47%
OFF！

リンナイ20号　ガス給湯器エコジョーズ
RUF-E2008SAW
リモコンセットMBC-220VC
器具＋工事ｾｯﾄ合計￥437,091(税抜￥404,714)

￥232,200(税込)

ふろ熱効率９２%
ふろ回路の高効率化とDCふろポン
プの採用でガスと電気のWで省エネ。

●住まいと調和
住まいの色や取付場所と調和し、自
然に溶け込む外観です。

47%
OFF！

エコスイッチを
押すだけで
節ガス・節水！
●おまかせエコ自動機能
・最適ふろ自動エコ運転
・お湯はり少しひかえめ
・保温温度少しひかえめ
●おまかせエコ給湯機能
・給湯温度少しひかえめ
・給湯量少しひかえめ

センサーのお知らせ

主な機能

◆Q機能
◆マイルドおいだき
◆おいだき
◆たし水
◆省電力モード

◆エコ運転
◆フレックス保温
◆たし湯
◆沸上予約
◆点検お知らせ　等

主な機能
オートオート

プラスワンする暖房専用タイプ
リンナイ暖房専用熱源機
①RH-61W(A)
②浴室暖房乾燥機 RBHM-W413KP ※リモコン付
③配管セット
④標準工事費

※標準取付工事以外で特殊取付を行う場合は、別途費用がかかる場合がございます。

浴室暖房乾燥機ならこんなに便利！　※RBHM-W413KPの場合
①衣類乾燥
　浴室を衣類乾燥室として使えます。雨の日や夜間でも洗濯物をすぐに乾かせます！
　自動乾燥・ゆっくり乾燥モードで節約可！
②乾燥
　入浴後の浴室を短時間でカラッと乾燥。浴室のカビや結露の発生を抑えることがで
きるので、お掃除もラクになります。
③プラズマクラスターイオン
　浴室内の「浮遊カビ菌」を乾燥運転時にプラズマクラスターイオンを放出して分解・
除去します。室内干しのイヤなニオイも分解し、浴室や衣類を清潔に乾燥させます！
④換気
　湿気と浴室独特のこもった空気をリフレッシュ！バスライフをすっきり快適に。
⑤涼風
　浴室内の湿気を取り除き同時に送風。夏場のムシムシした不快感をすっきり解消！
　入浴中でも浴室内の空気はさらさらです。
⑥スプラッシュミスト
　爽快感あふれるミストサウナですっきりリフレッシュ！約40℃にした浴室に温水を霧
状にして噴射。ミストで全身を包み込みます。低温でも十分発汗でき、美容効果や新
陳代謝の促進などが期待できます。

爽快感あふれる
ミストサウナ

従来型と比べガス使用量12%カット
CO2排出量12%削減！

※標準工事は給湯器を壁掛型から壁掛型へ交換する場合の費用となります。
　別タイプから交換の場合は追加費用が掛かる場合がございます。

浴室で
衣類乾燥！

●4点セットで定価合計￥482,652(税抜￥446,900)
のところ￥242,000 (税込)


