
外壁塗装施工前

広い土地、広い屋根
太陽光発電で有効活用しませんか？

担当より一言
外壁・屋根塗装、外構改修工事を担当させていただきました。
前回、水回りリフォームの際にも色柄・使い勝手にと細部にま
でこだわっていただいたので、今回も打合せに時間をかけてい
ただき、仕上がりにも大変およろこびいただけました。
　高圧洗浄の後、下塗り・中塗り・仕上げ塗りの３回塗り、低汚
染性のシリコン塗料で、長期美観が保たれます。おすすめです。

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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【エコライフ目次】
創業50年の施工実績を持つ当社にお任せください！

野口

リフォームで暮らしをもっと快適に

【ガス目次】

次世代ガスコンロ
「スマートコンロ」登場！
「日頃のチェック」で
快適&安全にガスを使いましょう

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
ライファ所沢東 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
ルモン埼玉販社 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㈹

山二ガスお客様紹介
せい　えん　てい

「日頃のチェック」で快適＆安全にガスを使いましょう

座ダイニング 青淵亭 様

□チェックポイント①
ガス警報器を取り付けていますか？

万が一のガス漏れや、不完全燃焼によ
る一酸化炭素 (CO)が発生した場合に、
ランプと音声でお知らせします。
火災はもちろんガス漏れ、一酸化炭素
発生に対する「3つのあんしん」を24
時間守ります。

今回は深谷市の座ダイニング 青淵亭様にお伺いしました。深谷出身の実業家、渋沢栄一氏とも関わ
りの深い建物を改築した店内では、深谷の郷土料理煮ぼうとうや、地元野菜をふんだんに使ったメ
ニューが味わえます。お立ち寄りの際には是非、深谷市の歴史散策も合わせてお楽しみください。

地元産の朝採り野菜が
たくさん入った深谷の
郷土料理「煮ぼうとう」
が味わえる煮ぼうとう
セット

　以前ショールームの紹介で工事をお願いしたことがあり、今回は
外壁を明るくして駐車スペースを広げたいという希望で工事を一度
にという事になりました。

　今までに水回りのリフォームを2回ほどお願いしたことがあった
ので、安心してお任せ出来ました。工事のスタートまでも、内容確
認予定表など担当の方に何度も来ていただき、途中の変更や追加工
事にもスムーズに対応していただき、出来上がりも思った以上でし
た。

　外壁は明るい色にしたので、気持ちも明るくなりました。駐車ス
ペースも広がり、子供達が遊びに来ても、路上駐車の心配がなくな
りました。車好きの主人もカーポートに大満足で、毎週末の洗車に
も一層時間をかけています。

　今回だけでなく、今までのリフォームで、台所・お風呂・トイレ
などすべてキレイで使いやすくなり、普段は家にいることが多い私
は生活が便利で楽しくなりました。

さっそくですが、こだわりを教えて下さい
　地元産の朝採り野菜をふんだんに使った料理や、
夜には新潟の蔵元から仕入れたお酒に合う料理を
提供しています。
おすすめのメニューはなんですか？
　以下のメニューがおすすめです。
✿渋沢栄一が好んだ煮ぼうとうセット 1,000円(税込)
　地元野菜がたっぷり入った煮ぼうとう・いなり
寿司2個・小鉢・お新香付
✿青淵亭日替わり御膳 1,300円(税込)
　日替わり7種の小鉢・朝採り野菜サラダ・いな
り寿司2個・天ぷら・飲み物付
お店が歴史のある建物だと伺っていますが、建物
の歴史を教えてください
　青淵亭の隣の建物が渋沢栄一翁の生家であり、
青淵亭はその生家の一番番頭の家で渋沢家と関わ
りの深い建物です。お隣の生家には、渋沢栄一由
来の石碑やゆかりの品々が展示されています。

富岡製糸場が世界遺産登録されましたが、反響は
どうですか？
　渋沢栄一翁が富岡製糸場設立に大きく関わった
ことと、世界遺産に登録された「富岡製糸場と絹
産業遺産群」の構成遺産の一つである伊勢崎市の
田島弥平旧宅が青淵亭のすぐ近くであることもあ
り、歴史に興味のある方達で溢れています。
ご覧になっている皆さまへ一言お願いします
　先日テレビでも放送された昭和経済界の偉人、
渋沢栄一翁と世界遺産に登録された田島弥平旧宅
など歴史の息吹に触れに来た折には、青淵亭に立
ち寄っていただければ新鮮な野菜でお待ちしてい
ます。
　また、法事・女子会などの会食やディナーは、
食材に合わせた特別メニューもご用意してお待ち
しております。

深谷支店住所：埼玉県深谷市宿根1412-1
 　　ＴＥＬ：048-571-8980

山二ガス事業所紹介

深谷支店
深谷支店は1989年 7月に深谷市の宿根に開設され、今年で26年目を迎えます。
リクシルのリフォームネットにも加盟し、ガスの事はもちろん、太陽光・リフォームにも
携わっております。
斉藤・ 内山対談形式インタビュー
深谷の特徴を教えて下さい。
斉藤）深谷と言えばネギです。深谷ネギは有名ですね。
内山）ネギ以外にもブロッコリーやトウモロコシでも有名
ですよ。
斉藤）また、近代経済の基礎を築いたと言われる渋沢
栄一の生誕の地です。第一国立銀行の設立に携わっ
ただけでなく、多種多様な企業設立に携わり、その数は
500以上とも言われています。
深谷支店の雰囲気を教えて下さい。
斉藤）深谷支店は現在5名のスタッフで日々 お客様の対
応をしております。ベテランの伊利さん、若手ホープの尾
内くん、電話越しでも笑顔で対応の成川さん、そして以
前から深谷勤務の経験のある内山くんと私、バランスの
とれたメンバーであると自負します。

内山）私は新入社員の時に深谷支店に配属され、その
後異動で5年ぶりに深谷支店に戻ってきたときに、当時
お世話になっていたお客様が私を覚えていて下さった
ことに感動しました。
斉藤）日ごろからお客様のお役にたてるよう、小さなお
困りごとまで対応するように所員には伝えています。
今後の抱負とお客様へのメッセージをお願いします。
斉藤）地域のお客様のお役に立てることを第一に日々
行動しております。切れた電球の交換、蛇口からの水
漏れ等のお困りごとがございましたら、遠慮なくお申し
付け下さい。一生お付き合いいただけるよう誠実な対
応を所員一同心がけております。
内山）日頃より山二ガスをご利用いただき、本当に感謝
しております。何かお困りごとがあった際には、弊社を思
い出していただいて、ご連絡いただけましたら幸いです。

左より尾内・内山・支店長 斉藤・伊利・成川です。
どうぞよろしくお願いします！

□チェックポイント② 
ガス機器のお掃除・お手入れをしていますか？

コンロのバーナー部分や、ファンヒーターの空気の取り入
れ口のフィルター等は定期的に掃除をしましょう。
コンロのバーナー部分は煮こぼれしたものが詰まると正
常な燃焼を妨げ、思わぬ事故を起こす原因になることが
あります。
※お手入れの詳細は、ガス機器の取扱説明書をよく読んで行ってください。

No.
271

住　　所 埼玉県深谷市血洗島247-1
Ｔ　Ｅ　Ｌ 048-598-1589
営業時間 11時～15時、
　　　　　 17時～
定 休 日 木曜日
駐 車 場 あり

外壁塗装施工後

【車でのアクセス】　国道17号バイパスを深谷から本庄方
面に向かい、矢島の信号を右折。2つめの信号を左折した
先の右側にある渋沢栄一氏の生家の隣。



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24号　ガス給湯器エコジョーズ
GT-C2452SAWX-2 BL
リモコンセットRC-D101PE
器具＋工事セット合計
通常￥471,900(税抜￥436,944)のところ
標準工事セット価格

￥236,000(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
）

※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

10kW以上の設備が設置できれば産業用太陽光発電
として様々なメリットが得られます

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！

広い土地・広い屋根　太陽光発電で有効活用しませんか？

1.　太陽光発電の電力を32円/kW＋税で20年間固定買取

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

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 最新機能搭載！スマートで快適なお料理ライフを

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

東上フェスタ会場案内特別イベント　気仙沼さんま祭り
屋外会場　焼き立てをお召し上がり下さい！

※なくなり次第終了となります

会場までの
交通案内

●お花直売　●フリーマーケット

〔開演時間〕 第一部　14：00～ /第二部　17：00～
〔入場方法〕観覧ご希望の方は抽選となります。
事前に弊社までお電話にてご応募ください。

　　　　　　　　
公演終了後、募金のご協力をお願い申し上げます。

〔出演〕 HIDEBOH with KENICHI＆natsuo /
U字工事 / もう中学生 / ガムQ / 小林アナ

小さい子でも遊べるゲームがたくさん♪
●縁日コーナー　●親子で手作り工作コーナー

●バルーンアート無料配布

●ゆるキャラに会おう！撮影会もあるよ♪
●ちびっこダンス

●その他、和太鼓あり♪ライブショーあり♪

埼玉Ｂ級グルメ&地元特産品

販売コーナー 屋外会場

屋外特設ステージ
火育・食育コーナー 火を使ったフランクフルト調理体験

一人150円

キッズコーナー 屋外会場

チャリティコンサート 屋内会場/キラリ☆ふじみ

家族みんなが楽しめるイベントが盛りだくさん！

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)

￥15,000(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)

35%
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

ツイストスイッチ

新開発のマルチグリル

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)

※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。 ※チラシに掲載の製品の仕様が変更になる場合がございますので、ご了承ください。

◆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

40%
OFF！

ガラストップ
さらに使いやすく進化した
最新デリシア

リンナイ RHS31W15G23R3-STW
定価￥291,600(税抜￥270,000)

￥175,000
※工事費別途(税込)

40%
OFF！

ノーリツ N2S01TWASSTESC
定価￥365,040(税抜￥338,000)

￥219,000
※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)

50%
OFF！

リンナイ24号　ガス給湯器エコジョーズ
RUF-E2405SAW 
リモコンセットMBC-220VC
器具＋工事セット合計
通常￥471,900(税抜￥436,944)のところ
標準工事セット価格

￥236,000(税込)

●業界最軽量27.5Ｋｇ
個々の部品を小型化し、従来のエコジョ
ーズより軽量化を実現。外壁への負担
を減らします。

次世代ガスコンロ「スマートコンロ」登場！
指先ひとつで簡単操作のツイストスイッチ搭載
シンプルで斬新なスタイリッシュデザイン

　焼き網の無い新開発の「マ
ルチグリル」を搭載。温度セン
サー付きバーナーを下火用に
取り付け、2種類の付属プレ
ートを使い分けることで多彩
な調理が可能になります。

　スマートフォンと連動。専用
アプリをダウンロードして設
定温度や調理モードをコンロ
に送信できます。

●住まいと調和する　
　新デザイン＆カラー
外壁やサッシ、フェンスなどの流行に合
わせ、本体色にシャンパンカラーを採用。
住まいの色に調和します。

50%
OFF！

●最適エコ運転で
　さらにエコ！
シャワーの温度や量、おふろの
自動お湯はりや自動保温もエコ
スイッチを押すだけで、給湯器
が「最適なエコ運転」をし、ガス
も水も節約してくれます。
・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
・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

9月16日発売
受注受付中！

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

　平成24年7月、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定期間・固定価格で買い取ること
を約束した「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」がスタートしました。
　この制度によって、高い発電設備の導入コストも回収の見通しが立ちやすくなり、売電収入による経済メ
リットが大きくなりました。

2.　グリーン投資減税適用による税負担の軽減

お気軽に当社までお問合せください。
お見積り・発電シミュレーションいたします！

お客様の声

　太陽光発電の普及促進のため、その導入に対する税制優遇制度が設けられています。
　グリーン投資減税は、対象設備を取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した
日を含む事業年度において、適用が受けられます。

※法人事業税や固定資産税等の地方税に対する他の優遇措置との併用は可。
※法人税や所得税等の国税に対する他の優遇措置との併用、国または地方
　公共団体の補助金等との併用は不可。

Q1.設置の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.設置して良かったところは何ですか？

　もともと事務所に太陽光を設置していたり、自社でお客様に提案していたので良さは知っていました。
活用したい遊休地があったこと、それから一番はグリーン投資減税を利用し、初年度に全額償却できるこ
とが大きかったです。

問題なく、安心して施工していただきました。

今回設置したばかりなので、これからの売電収入を楽しみにしています。

東上ガスグループ主催
「東日本大震災」復興支援チャリティーイベントのお知らせ

開催日　10月11日(土)10：00～17：00
会　 場 　富士見市民文化会館「キラリ☆ふじみ」
※東上ガスグループとは…弊社親会社東上ガスを中心とした企業体の総称です。

東上フェスタ２０１４

担当より一言
　産業用の固定買取制度も今年度中の申込みが最後になります。遊休地を活用
したい方、決算で黒字が見込まれる法人の方等、お気軽にお声掛け下さい。国内・
国外メーカー問わず、お客様のご要望に添える様、提案させて頂きます！
　施工後のアフターもお客様とのお付き合いの長いヤマニにお任せください！ 田中

Ｍ工務店様
(埼玉県）

ルンダ製野建て
太陽光51kW工事

施工前

架台組み立て

設置完了

杭打ち込み

調達区分
10kW以上
10kW未満（余剰買取）
10kW未満（ダブル発電・余剰買取）

固定買取価格制度の
設備認定を受けた
10kW以上のシステム

平成28年3月31日
平成27年3月31日
平成28年3月31日

32円（税別）
37円（税込）
30円（税込）

20年

10年

対象設備 取得期間

調達価格1kWhあたり 調達期間

通常￥28,000のところ

当日は鶴瀬駅よりイベント専用の無料バスを約20分間隔で運行します。運行時間は鶴瀬駅発(鶴瀬駅東口ミスタードーナツ脇、東武バス・バス停)9：00～16：30、
富士見市民文化会館発10：00～20：20となっております。駐車場には限りがございます。また、周辺道路で大規模な工事を行っている為渋滞が予想されます。なるべく公共交通機関をご利用ください。

体験コーナー1 消防車・パトカー・白バイと
記念撮影☆

体験コーナー2 メガ迷路がキラリ☆展示室に出現！

屋外会場

屋外会場

屋内会場/キラリ☆展示室

青色申告をしている個人･法人

青色申告をしている中小企業者

普通償却に加えて取得価格の30％相当額の特別償却
即時償却（100％償却、全額償却）
取得価格の7％相当額の税額免除

税制優遇の内容 対　象　者

屋外会場
埼玉のＢ級グルメが勢揃い！ ご応募先TEL：04-2994-5527(山二ガス)

応 募 締 切 ：9月25日(木)

●イベント会場住所　富士見市鶴馬1803番地1
至志木駅

東口

交番

東武東上線

諏訪神社

谷津公演

氷
川
神
社

富士見台中

図書館諏訪小

至川越駅

市役所

体育館

鶴瀬駅

鶴瀬小

旧富士見川越
有料道路

浦
和
所
沢
バ
イ
パ
ス

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ
文化の杜公園


