
担当より一言
　この度、Ｓ様邸の浴室改修工事を洗面室・キッチン・
トイレの水廻り改修工事と併せて担当させて頂きまし
た。
　LIXILの「スパージュ」というシステムバスは「お風
呂を愛する国の、バスルーム」というコンセプトで開発
された新商品です。「アクアフィール（肩湯）※」という
機能は、浴槽の上部から平らなお湯が流れ、肩をやさ
しくお湯が包みます。実際にお風呂に入られた感想は
「お風呂でゆったりと過ごして、心も身体もリフレッ
シュできて最高！」と、とても満足いただけました。
　ご自宅のお風呂で気軽に毎日温泉気分を味わいた
いというお客様には特にお勧めです。

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。

Yamani Quarterly Information
YAMANI FAMILIES
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お客様
    の

秋号
ヤマニファミリーズ

customer's voice

声

営業担当
中林

施工前

施工後

所沢市・深谷市・嵐山町の自治体発行の商品券をご利用いただけます

施工担当
加藤

リフォームやガス機器のお支払いに、所沢市・深谷市・嵐山町発行のプレミアム付商品券
をお使いいただけます。詳細につきましては山二ガス各事業所までお問い合わせください。
※ガス料金のお支払いにはお使いいただけません。

　32年間使っている浴室は窓が大きく、浴槽はステンレス、床はタイルで
冬は非常に寒いことから、システムバスに改修しようと思いました。
　LIXIL川越ショールームに実際に商品を見に行ったところ、スパージュの
ホテルのお風呂をイメージさせる高級感と機能性が気に入り、LIXILと提携
しているヤマニエコライフさんを紹介いただきました。

　ヤマニエコライフ社員の加藤さんに工事をしてもらったのですが、営業
の中林さんとの連携も取れていて、レベルの高い施工をしていただき感謝
しています。

　スパージュのアクアフィール機能(※)を付けたことで自宅のお風呂で温
泉気分に浸れるのがとても爽快です。また、浴室内の換気乾燥暖房機に加え、
窓を二重にするインプラスを入れたことで外気温が遮断でき、ヒートショッ
クの心配がなくなりました。

　システムバスにしたことによって、断熱性とデザイン性、機能性が格段
に良くなり、大変気に入っています。
　この満足感を是非私の友人にも教えてあげたいです。

ご協力いただき、ありがとうございました。

No.
274

ご注文・お問い合わせは

安全にガスをお使いいただくために

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㈹
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

その他の系列会社

山二ガスお客様紹介
ゆずの庄 様

今回は飯能市の純手打ちうどん店　ゆずの庄様にお伺いしました。自然豊かな場所にあり、
時間を忘れてゆっくりしたくなるアットホームなお店です。

お店のこだわりを教えてください。        
　天然の出汁と飯能の名水、戸丸の天然水を使用した
手打ちうどんを常に茹で立てで提供しています。

おすすめのメニュー
 ・肉汁うどん
　肉・野菜たっぷりの埼玉名物のつけ麺です。
　税込730円　並盛(200ｇ)　

・ごま汁冷うどん
ごま味噌と柚子のほのかな酸味でさっぱり美味しいつけ麺です。
税込680円　並盛　(200ｇ)

ご覧になっている皆さまへ一言お願いします。
　飯能方面より子ノ権現天龍寺、竹寺へ向かう途中に位置
しています。子ノ権現天龍寺は足腰守護の仏様として広く
信仰を集めています。また、竹寺は季節の素材を使った
精進料理が食べられることで知られています。
　観光等で来た折には、ゆずの庄に立ち寄って頂ければ
純手打ちうどんでお待ちしています。

住　所：埼玉県鶴ヶ島市高倉1162-3
ＴＥＬ：049-286-8022

山二ガス事業所紹介
坂戸営業所

坂戸営業所は1985年に開設しました。地域の皆様に支えていただき今年で30年を迎えます。
ガスはもちろん太陽光発電からリフォームまで、住まいの事なら何でもご相談ください。

坂戸営業所について教えて下さい
　坂戸営業所は国道407号の圏央鶴ヶ島IC入口交差点角
に位置しています。
　隣接する国道407号は「日光街道杉並木」という名称で杉
並木が残っています。また、杉の巨木の間毎に桜が植えられ
ており春には見事な桜のトンネルが楽しめます。
　営業所はショールームを併設しており、ビルトインコンロを展
示していますので、どうぞお気軽にご来店ください。
お客様へのメッセージをお願いします
　安全安心、お客様満足をモットーに、日々 の営業活動を行っ
ています。若手のスタッフが揃っており、フットワークの軽さには
自信があります。

　ガスはもちろんのこと、太陽光発電、リフォームにも積極的に
取り組んでおります。住まいの事なら何でもお気軽にご相談く
ださい。誠心誠意対応させて頂きます。
今後の抱負をお聞かせ下さい
　日頃より弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
たくさんのお客様に支えられ、30年を迎えることができました。
今後もガスを通じてお客様と一生涯のお付合いをさせていた
だけるよう努めて参ります。地域密着でお客様一人一人の
ニーズに応えられるよう全力をもって取り組んで参りますので、
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

左より村嶋・所長 藤井・中平・清水です。
どうぞよろしくお願いします！

住　　所：飯能市大字南801
Ｔ Ｅ Ｌ：042-970-1388
営業時間：平日11時～15時
　　　　　1月～2月は休業
定 休 日：火・水曜日(祝日の場合営業)
駐 車 場：あり

【車でのアクセス】
県道70号線を飯能の市街地から名栗川に沿って山の方へ
進み、小瀬戸の信号で右折して県道350号線に入る。
県道350号線沿い子ノ権現天龍寺・竹寺方面へ進み、戸丸の
バス停を過ぎた左側。

肉汁うどん

お使いいただける商品券
・プレミアム付ところざわ商品券
・深谷商品券
・嵐山わくわくプレミアム付商品券

導入商品

システムバス
  スパージュ【LIXIL】
内窓
  インプラス【LIXIL】

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．お友達に勧めたい点はありますか？

リフォームに！
ガス機器に！

2016年、山二ガスは
　　 電気はじめます

2016年4月より電力小売りが完全自由化され、
すべてのお客様が電気の購入先を自由に選べるようになります。

S様邸
(川越市）
浴室改修工事

インプラス設置工事

㈱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

※+100円で中盛(300ｇ)、
+200円で大盛(400ｇ)に
変更できます。

地震などの災害が起きたときは
●まず身の安全を確保しましょう。棚の上等のものが落ち
てきたりするので、揺れがおさまるのを待ちましょう。

●ガスを使用しているときは、揺れがおさまってからガス
栓を閉めて火の始末をしましょう。

災害発生後、避難をするときは！
●避難するときは、ガスの元栓、ガスメーターバルブ(メー
ターガス栓)および容器バルブをすべて閉めましょう。

 

(災害後)ガスを使用するときの安全確認
【確認】→ガス漏れやガス臭いときは、ガスを使わずに当社まで
ご連絡ください。

【確認】→ガスがしゃ断されていた場合、すべてのガス機器が止
まっていることと、使っていないガスの元栓が閉まっていること
を確認した上で、ガスメーターの復帰操作を行ってください。

●｢地震しゃ断の表示｣で無い場合は、当社の点検を受けてくだ
さい。

地震時のしゃ断表示

所長インタビュー



焼き立てをお召し上がり下さい！
※数量限定の為、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。

〔出演〕 COWCOW / はんにゃ / 真島茂樹
HIDEBOH＆SUPER LiBLAZE / ガムQ 

小さい子でも遊べるゲームがたくさん♪
遊びに来てね！

●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♪

屋外会場
屋外会場

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！

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18日(日)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２０１5

当日は鶴瀬駅よりイベント専用の無料バスを約25分間隔で運行します。運行時間は鶴瀬駅発(鶴瀬駅東口 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、周辺道路は混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

消防車・白バイと記念撮影☆
屋外会場

屋外会場

屋外会場

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(金)

ショールーム／所沢市牛沼235-1

℡.04-2995-6650
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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

リフォーム・太陽光発電のご用命は
当社までお気軽にご相談ください。
お見積り・発電シミュレーション
いたします。

太陽光発電 設置実例ご紹介　　
『電気代が安くなりました♪』

節水型トイレ 高断熱浴槽 節湯水栓

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？

今ならエコリフォームで省エネ住宅ポイントが貰えます！
省エネ住宅ポイント制度概要

各自治体の補助金を
活用してお得に設置。

詳しくはお問い合わせください。

LIXILリフォームショップ

LIFA所沢東

お
見
積
り
は
無
料
で
す
。

お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

電気使用量40％減！！
　太陽光で日中の電気をほとんど

まかなっています。 今月は1万円も売電できました♪

検針票（平成27年6月分）
担当より一言
【笹川】
　太陽光に興味はあるけれど、イメージが湧かない…そんな方は、ぜひ
当社までご連絡ください！！ 詳しいシミュレーションを作成いたします。
【角田】
　K様邸は屋根全面に効率よくパネルを設置することができました。電気
代が安くなることはもちろん、太陽光の断熱効果でエアコンの使用回数も
減らせそうですね。

浴室・トイレリフォームポイント獲得例
省エネ住宅ポイント内訳
【必須】
節水型トイレ 24,000ポイント
高断熱浴槽 24,000ポイント
節湯水栓 3,000ポイント

【任意】
手摺の設置  6,000ポイント
段差解消 6,000ポイント

ポイント合計 63,000ポイント

設計・施工
角田

営業担当
笹川

K様邸（埼玉県）
太陽光発電

シャープ4.92KW

施工前
施工後

Q1.太陽光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なんですか。

Q3.太陽光をすすめたいですか。

　訪問販売の売り込みがあり検討をしていたのですが、信頼できる地元
の業者が良いと思い、ヤマニさんに見積りを依頼しました。

　太陽光が「将来の安心材料」になりました。電気料金が値上がりし、
子どもも大きくなり使用電気量も増えますが、太陽光設置のおかげで
電気代を安く抑えられそうです。

　はい、太陽光の話を父に話したらとても興味を持ったみたいで（笑）。
今、実家の太陽光設置も相談に乗ってもらっています。

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

省エネ給湯器エコジョーズ 環境にも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に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

リンナイ RHS71W15G22R3C-STW
定価￥291,000(税抜)

￥174,000(税抜)
※工事費別途

40%
OFF！

40%
OFF！

ノーリツ N3S02PWAS4BREC
定価￥288,500(税抜)

￥174,000(税抜)
※工事費別途

40%
OFF！

ガラストップ
シンプルで使いやすいデザイン
ガラストップでお手入れラクラク

リンナイ RS31W21B32R-BW
定価￥140,000(税抜)

￥84,000(税抜)
※工事費別途

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)

外形寸法(ｍｍ)：幅420×奥行242×高さ637

●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。

付属のプレートパ
ンとキャセロール
で焼く・煮る・蒸
すなどの幅広い調
理が可能に！

グリルプレートと
ココット付属。

ガラストップ
センサー付き下火バーナーで
メニューに合わせた
火加減を自動調節

●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。

センサーのお知らせ

主な機能オート

通常￥26,000のところ

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)

ガラストップ
波型加工のココットで
余分な油を落としてヘルシーに。後片付けも簡単！

チャリティコンサート
大盛況！今年も開催！！

屋外特設ステージ

キッズコーナー販売コーナー

体験コーナー

埼玉Ｂ級グルメ&地元特産品

気仙沼さんま祭り特別イベント

公演終了後、募金のご協力をお願い申し上げます。

大特価！

PM2.5や花粉症対策に！
冬のお部屋の乾燥防止に！

大風量吸引でお部屋の空気を
すばやく浄化
強力加湿で乾燥が気になる季節も
のどやお肌にうるおいを与えます
約17畳までの広いお部屋に対応！
※加湿空気清浄時・プレハブ洋室の場合

高濃度プラズマクラスター7000搭載
シャープの加湿空気清浄機

今がリフォームのチャンスです！

シャープ 　加湿空気清浄機
KC-D70-W(ホワイト系)
オープン価格

￥24,000(税抜)


