
施工前

担当より一言
　この度、マンションのキッチン改修工事を担当させて
いただきました。
　戸棚の設置高さを既存より低くすることにより、今まで
活用できていなかったスペースに収納できるようにしまし
た。電動リフト機能付きの戸棚も大変満足いただきました。
　本来ならデッドスペースになる梁下も、手作りの棚を
取付けて有効利用しました。白を主体としたキッチンで全
体的に明るくなり、毎日の料理を楽しんでいただいてお
ります。

Q1. きっかけは何でしたか？
Ａ．長年手入れをしながら使っていましたが、ガスコンロと水道栓の不具
合があり、安心して使用できることと、収納力アップ・調理のしやすさ
を願いリフォームを決意しました。

Q2. 当社の工事はいかがでしたか？
Ａ．ＬＩＸＩＬ提携の施工業者であり、ショールームの紹介もあり、信頼でき
安心していました。
　　事前見積りの際、細部にわたり相談、説明していただきました。
　工事中は一日一日の過程についてわかりやすく説明があり、掃除・後始
末も丁寧でした。仕上がりのチェックも念入りにしてくださいました。

Q3. 改修して良かったところは何ですか？
Ａ．白を基調としましたので、全体的に明るくなり、輝きもあります。
　手元がＬＥＤ照明で明るく、調理も快適です。

Q4.お友達に勧めたいと思いますか。あればそれはどんなところですか？
Ａ．事前の見積り、施工過程の説明、施工中・施工後の対応が的確なと
ころ、システムキッチン商品の良さを勧めたいと思います。

ご協力いただき、ありがとうございました。

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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ガス衣類乾燥機、空気清浄機で花粉をシャットアウト！
ガスメーターの機能と表示、復帰方法をご存知ですか？

施工後

ガスメーターの機能と表示 ガスメーターの復帰方法
地震時の機能
・ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたとき、自動的にガスをしゃ断しま
す。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。

・地震で配管の破損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたとき、自動的に
ガスをしゃ断します。

ガスしゃ断時の表示
・ガスの流れや圧力などに異常があると、自動的にガスをしゃ断し、原因が表示されます。

　ガス漏れやガス臭いときは、復帰操作を
せず、当社まで連絡してください。

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　 検索山二ガス　　　　　 検索
ホームページは

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

増田屋 様

今回は比企郡嵐山町のそば店　増田屋様にお伺いしました。嵐山町の地名は嵐山渓谷が京都の嵐山に周辺の紅葉と
赤松林の美しい景観が似ていることから本多静六博士が武蔵野嵐山と命名したことに由来しています。嵐山町には
源頼朝の信任厚く、武将の鑑と謳われた有名な畠山重忠公の公像と居住した菅谷館跡があります。近くの都幾川桜
堤では、春には約2キロに渡り252本のソメイヨシノが咲き誇ります。増田屋様はこの風光明媚な嵐山に溶け込ん
だ開業20年のおそばの名店です。

さっそくですがお店のこだわりを教えて下さい
　そばの決め手はつゆと出汁で、その良し悪しで
そばのおいしさが決まります。常にいいつゆと出汁を
お客様へ提供できるようにこだわっております。
　また、四季の野菜を中心にしたメニューで、春は
のらぼう菜と新玉ネギ、夏は茄子、秋はキノコ、冬は
白菜とネギ等、旬の野菜を使い、四季折々の味覚を
堪能していただいております。
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。
　旬の野菜でおもてなし
・のらぼう菜のかきたまそば　750円(税込)
　ボリューム満点、そばとの相性抜群
・たぬき丼とそばのセット　900円(税込)

ご覧になっている皆さまへ一言お願いします
　おそばは栄養価が高く低カロリーで美容や健康、
ダイエットに適しています。特に女性のお客様には
大人気です。　
　ダッタンそばは特にルチンが豊富でおすすめです。
ぜひ一日一回はおそばを召し上がってください。
　ご来店をお待ちしております。
担当よりひとこと
　ご主人の橘様は増田屋で修業された為、屋号を増
田屋とされました。季節の野菜を中心としたメニュー
が食欲をそそります。ご夫婦で切り盛りされており、
明るく社交的な店内の雰囲気はより一層お料理の味
を引き立ててくれます。
　3月下旬から4月上旬にかけて近くの都幾川桜堤の
桜が見ごろを迎えます。お花見の際には是非お立ち
寄りください。

支店住所：埼玉県比企郡嵐山町花見台10-5
　ＴＥＬ：0493-61-1182

山二ガス事業所紹介

嵐 山 支 店
嵐山支店は1988年に川越街道沿いに嵐山営業所として開設されました。1995年に嵐山花見台工業団地
内に充填工場が完成したのをきっかけに、工場内に営業所と深谷配送センターを移転統合し、現在の嵐山支
店となりました。日常業務から夜間の緊急時対応まで24時間、年中無休で地域のガスの安全供給を守って
います。
所長インタビュー
嵐山支店について教えて下さい
　敷地内に充填工場とサービスセンターを構え、ガスの充填・
配送から点検・修理までを一拠点で行っております。
　工場には30ｔタンク2基、オートガススタンドがあり、工業団地
内への導管供給、ガスボンベの充填と配送、タクシーへの充
填とフル稼働しております。
　嵐山支店は24時間保安体制の拠点であり、昼夜を問わず
お客様への安定供給と安全確保に努めております。
日頃からどのようなことを心がけていますか？
　嵐山支店では地域の皆様へ密着したサービス活動を心が
けています。地域の安全確保、ご年長者様のお困りごとに
関して、こちらから積極的にお声掛けしてまいりますので、
なんなりとお申し付けください。

　また、ガス以外にも弊社は嵐山町下水道指定工事店でも
あるため、水道のお困りごとやご相談に対応しております。
お客様へのメッセージをお願いします
　平素は弊社のガスをご利用いただき、誠にありがとうござい
ます。ＬＰガスは環境にやさしく、災害に強いのが特徴です。
有事の際、特に地震の時には宅内のみの点検ですぐに復旧し
ご利用いただける為、ライフラインの確保に役立ちます。
昨年中も、非常時の避難所である都市ガス仕様の学校におき
まして、ＬＰガス設備の併設化が進められました。
　支店内は若い社員が多く、活気にみなぎっております。
チーム一丸となって対応できるのが嵐山支店の強みです。
より多くのお客様とお会いできるよう、保安調査、サービス
活動でご訪問させていただきますので、今後も変わらぬご愛顧
の程、宜しくお願いいたします。

後列左より今井・浅見・小池
前列左より相川工場長・眞田・圓谷・坂本支店長

どうぞよろしくお願いします！

住　　所 埼玉県比企郡嵐山町菅谷581-7
Ｔ　Ｅ　Ｌ 0493-62-0791
営業時間 11：00～20：00
定 休 日 木曜
駐 車 場 駐車場あり

※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。
※復帰操作をしても復帰しない場合(再び「ガス止め」表示が出る)は、復帰操作を繰り返さず当社の点検を
　受けて下さい。

【電車でのアクセス】　武蔵嵐山駅出口から徒歩約13分
【車でのアクセス】　川越街道の嵐山渓谷入口の交差点から
上り方面に約1分、ベイシア電気のはす向い

のらぼう菜のかきたまそば

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㈹

坂戸営業所 049-286-8022㈹

秩父営業所 0494-24-9564㈹

多摩営業所 042-636-8021㈹

深 谷 支 店 048-571-8980㈹

㈱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

たぬき丼とそばのセット

表示部

創業50年の施工実績を持つ当社にお任せください

花粉シーズン到来！

リフォームで暮らしをもっと快適に
広い土地、広い屋根太陽光発電で有効活用しませんか？



ショールーム／所沢市牛沼235-1

℡.04-2995-6650

所
沢
駅

LIFA
所沢東

リンガーハット

コジマ
デンキ Aコープ

スギ薬局
万世

所沢陸橋

東口

浦和所沢バイパス
東新井町交差点

所
沢
街
道

鶴ヶ島市高倉1162-3

℡.049-286-8022

407

一
本
松
駅 LIXIL

リフォーム
ネット坂戸

圏央鶴ヶ島
入口交差点

点滅信号

P

P東
武
越
生
線

至 

西
大
塚
↓

↑
至 

坂
戸←至 鳩山

　　 嵐山

至 入間・日高
↓

↑
至 坂戸・熊谷

至圏央
鶴ヶ島IC→

サンクス

パチンコ
プラザ
ラ・カータ

コージー
コーナー

GSエッソ

ホテル
ニバンカン

深谷市宿根1412-1

℡.048-571-8995
LIXIL

リフォームネット深谷

265

城址公園
入　　口

宿根

深谷 仲町

深谷駅
←至 本庄 至 熊谷→

深谷
整形外科

深谷西
幼稚園

コメリハード

パチンコ
アスカ

深谷市役所

深谷小学校
深谷図書館

室内機も室外機も
コンパクト！

ベランダのスペース
を最大限に有効利用
できます。

室内機　幅770ｍｍ

室外機　幅675(+50)ｍｍ
室内機寸法(ｍｍ)/幅770×奥行233×高さ285
室外機寸法(ｍｍ)/幅675(＋50)×奥行284(＋42)×高さ550
※(　)内は突起物の寸法です。

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￥437,000(税抜)のところ
標準工事セット価格

￥218,500(税抜)

ガステーブル

ビルトインコンロ取付標準工事
【工事費詳細】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費用がかかります。
※単品での取付工事の料金となります。

ガステーブルをお買い上げのお客様へゴムホース交換、古いコンロの撤去を無料でサービスいたします。

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。

全機種に安心センサーを搭載　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

乾太くんならふっくら
仕上がり！

天日干し
自動洗濯
乾燥機 乾太くん

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

40%
OFF！

ガラストップ
一度にたくさん焼ける
ワイドサイズのグリル

ノーリツ NLW2268TSQSI
定価￥103,000(税抜)

￥61,800(税抜)

￥14,000(税抜)

37%
OFF！

クリスタルコート
水なし片面焼グリル
水を入れずに調理できます

リンナイ RT64JH6S-G
定価￥43,800(税抜)

￥27,500(税抜)

35%
OFF！

釡炊きごはんの味をご家庭で！
本焚白米モード搭載 

シルバーもあります

ホワイトもあります

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

￥57,000(税抜)

22%
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￥37,000(税抜)

￥29,000(税抜)

※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

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￥270,000(税抜)

￥162,000(税抜)
※工事費別途

40%
OFF！

40%
OFF！

ノーリツ N2S01TWASSTESC
定価￥338,000(税抜)

￥202,800(税抜)
※工事費別途

オープン価格
標準工事費込特価￥65,000(税抜)

オープン価格
標準工事費込特価￥76,000(税抜)

オープン価格
標準工事費込特価￥86,000(税抜)

40%
OFF！

38%
OFF！

大特価！

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

リンナイ RS31W13A17R-VW
定価￥146,000(税抜)

￥87,500(税抜)
※工事費別途

リンナイ 全自動ガス衣類乾燥機
乾燥容量5.0kgタイプ　RDT-52S
外形寸法(ｍｍ)/幅654×奥行545×高さ684 

定価￥138,000(税抜)  

￥86,000(税抜)
※本体のみ。工事費・付属品別途。

シャープ　加湿空気清浄機
KC-D70-W (ホワイト系)
外形寸法(ｍｍ)/幅420×奥行242×高さ637

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￥437,000(税抜)のところ
標準工事セット価格

￥218,500(税抜)

●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。

ガラストップ
スマートフォンと連動
専用アプリで調理をサポート

コンパクトサイズ
洋室の袖壁や和室の真壁などにも納まる
コンパクト設計。

自動運転
室温・屋外温度の変化に合わせて運転
モードを自動切り換え。

風ないス運転
冷房は上向きに吹き出し、暖房は足元から
気流をお届けします。

5段セレクトドライ
除湿量に応じて5段階のドライが選べます。
弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を
取る機能です。

清潔乾燥
天日干し同様の除菌効果。花粉や梅雨の季節も
安心して使えます。

家事の時短化
ガスのパワフルな温風で5kgの洗濯物をわずか
約52分で乾燥。電気の1/3の時間で済みます。

快適な仕上がり
大容量のドラムでガスならではの強い温風をたっ
ぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元
から立ち上がり、ふんわりとやさしい仕上がりに
なります。

花粉にトリプルアタック
1.プラズマクラスターの静電気除去効果で花粉を落とす！
2.独自の気流制御技術で花粉を集める！
3.HEPAフィルター (※)で花粉をキャッチする！
※0.3㎛(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じんするフィルターです。

※標準工事は配管パイプ4ｍまでの工事となります。4ｍを超える分につきましては、追加費用が発生します。
　また、以下の工事やその他特殊取付、配管化粧カバー設置等を行う場合は、別途お見積りいたします。
①壁の穴あけ工事　（既設の配管穴が無い場合に必要です。）
②エアコン専用回路工事　（エアコン専用のコンセントが無い場合に必要です。）
③室外機の特殊取付　（2階⇒1階におろす場合、壁面設置、屋根置き、吊り下げ設置　等）

●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

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

通常￥26,000のところ

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

太陽光発電の良さを実感。工場屋根に続き、ご自宅屋根にも設置いただきました！

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　お気軽にご相談ください

広い土地・広い屋根　太陽光発電で有効活用しませんか？

214.9万円 189万円

システムキッチン

SPECIAL
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

SPECIAL
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

SPECIAL
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

SPECIAL
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

SPECIAL
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

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

お客様の声
Q1.ご自宅への設置のきっかけは何でしたか？

Q2.設置して良かったことは何ですか？

Q3.太陽光を設置して生活は変化しましたか？

Q4.太陽光をすすめたいですか？

　2年前に、経営している工場の屋根にヤマニ
さんで太陽光発電を設置しました。設置してみ
て太陽光の良さを実感し、自宅にも設置したい
と考えました。

　毎月の売電収入がある事です。晴れの日は
電力モニタの発電量を見る事が楽しみです。
　また、太陽光を設置して東京電力へ支払う電
気代も減りました。

　1番は省エネを心掛けるようになり、節電に
関する意識が高まりました。無駄な電気を使用
しない様に心掛けて毎日を過ごしています。

　是非皆さんに薦めたいと思います。周りから
聞いた話だけではわからない部分もあり、実際
に設置してみると太陽光の良さを実感できま
すよ！

担当より一言
　工場への設置に続き、ご自宅屋根へ設置いただきました。
太陽光を設置された方の満足度は非常に高く、K様のよう
に設置頂く方も多いです。
　また、日中の電気を節約すれば売電収入も増えるので皆
様楽しんで節電をされています。これからの発電が楽しみ
ですね！

2015年4月より、住まいコンシェル ライファ所沢東は
LIXILリフォームショップ ライファ所沢東となります。
お施主様のより一層の〝いい住まい、いい暮らし〟の実
現に貢献して参りますので、変わらぬご愛顧を賜ります
ようお願い申し上げます。

設計・施工
角田

営業担当
小池

K様邸
(埼玉県）

工場屋根施工前

工場屋根施工後

売電実績(工場）2014年

自宅屋根施工前

自宅屋根施工後

・2013年施工
・シャープ47.3KW
・全量買取
・売電単価 40円/KWｈ

・2014年施工
・シャープ 5.07KW
・余剰買取
・売電単価 37円/KWｈ

6畳用エアコン
ダイキン　S22RTES-W

8畳用エアコン
ダイキン　S25RTES-W

10畳用エアコン
ダイキン　S28RTES-W

年間売電金額
２７３万円！

コンパクトボディに快適機能を搭載
省エネで環境にもやさしいダイキンのエアコン

花粉症対策に！シャープの加湿空気清浄機
おすすめ畳数～17畳　※加湿空気清浄時／プレハブ洋室の場合

花粉の季節に外干し不要
ふっくら仕上がりの全自動ガス衣類乾燥機　乾太くん

オープン価格

￥24,900(税抜)

37%
OFF！

プラチナカラートップ
水なし片面焼きグリル
水を入れずに調理できます

パロマ PA-N39P
定価￥43,800（税抜）

￥27,500(税抜)

シミュレーション対比
125％発電！
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