
担当より一言
　 高い売電単価での買取が期待できる
のは本年度申請まで！
　今が最後のチャンスです。ご興味が
ある方はまずはシミュレーションをして
みませんか？

ヤマニがお客さまへ贈る限定お得情報 !

太陽光発電設置事例ご紹介
「予想以上の売電金額に驚きました！」

　各自治体の補助金を活用してお得に
設置することもできます。
　どうぞお気軽にお問い合わせください。

Yamani Quarterly Information
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冬号
ヤマニファミリーズ

ご所有のアパートと息子様ご自宅に設置
していただきました。

Ｍアパート(埼玉県）　太陽光発電・シャープ5.74KW

Ｔ様邸(埼玉県）　太陽光発電・パナソニック3.65KW

営業担当
内山

設計・施工
角田

No.
275

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㈹
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
いちあん 様

所沢航空記念公園の近くの手作りパンのお店、いちあんさんにお話を伺いました。
素材からこだわった自家製酵母パンを店内でいただくこともできます。

お店のこだわりを教えてください
　 「カラダ　よろこぶ　たべもの　つくる」をモットーに、安心
して美味しくお召し上がりいただける食べもの作りを目指し、
国産小麦・自家製酵母100％でパンを焼いています。
　素材はできる限り生産者さんの顔が見えるものを選んで
います。小麦は北海道を中心とした国内産、牛乳は兵庫・
丹波の氷上町から届く低温殺菌牛乳、野菜は地元所沢の
無農薬栽培で生産者さんから直接仕入れたものを中心に、
水は滋賀県琵琶湖近くにある鉱山から湧き出る超軟水を
使っています。
　あんこやカスタードクリーム、ジャムやベーコンなども素
材を厳選して手作りしています。

おすすめのメニューは何ですか？
　お店の屋号に「あん」がつくだけにあんぱんがおすすめで
す。つぶあん・こしあん以外にも、黒ごまあん・くるみあん・
狭山茶あん・季節限定の紫いもあん・変わり種のラムレー
ズンあんなど、常時6種類以上のあんぱんを取り揃えてい
ます。
　その他、カンパーニュやバゲットなどのシンプルなパンも
ファンが多い商品です。    

お店の雰囲気を教えてください        
　「シンプルにここちよく」をテーマにした店づくりで、ゆった
りとしながらもどこか懐かしさもある店内にはキッズスペー
スも設け、お子様連れやご家族など、時には行列ができる
程たくさんの方々にご利用いただいております。ぜひ一度
ご来店くださいませ。

住所:所沢市北原町921-2　TEL:04-2994-5527

山二ガス事業所紹介
所沢支店サービス課

所沢支店サービス課は所沢市を中心に、お客様のくらしをより快適にする笑顔のサービスをお届け
しています。ガスをはじめ水道・電気・太陽光発電からリフォームまで、なんでもご相談ください。

所沢支店の特徴について教えてください
　所沢市を中心に多くのお客様をサポートさせてい
ただいております。若い社員が中心となって活動して
いる所沢支店は、常にお客様の目線に立って活動して
おります。
　ガスはもちろん、水道・電気・太陽光・リフォーム
まで生活全般に関わる商材を取り扱っておりますので、
お任せください。
　
お客様へアピールしたいこと
　最近は日々の暮らしの中で生まれるお困りごとを
解決する、「頼れるヤマニさん」へ変身中です。まず
はお気軽に声を掛けてください。素敵な笑顔で対応
いたします。

最近どんなご相談が多いですか？
　おかげさまでキッチンまわりはもちろんのこと、トイ
レ等のリフォームの仕事も非常に多くいただいており、
ガスだけでなくお住まいのことまで幅広くお付き合い
させていただいております。

お客様へのメッセージをお願いします
　課員全員が親しみやすい性格です。指名料はいた
だきませんので、気の合う社員がおりましたらぜひ担
当としてご指名ください。
　お客様と生涯に渡ってお付き合いいただけるよう
努めて参ります。今後とも末永いお付き合いをお願い
します！

前列左より課長 石山・浦中・川田・池田・笹川
中列左より川北・山内・宇都木・中山
後列左より野口・石下・白倉・町田です。
　どうぞよろしくお願いします！

住　　所：所沢市旭町27-23
Ｔ Ｅ Ｌ：04-2941-6862
営業時間：10時～18時
定 休 日：水曜日
駐 車 場：あり

【車でのアクセス】
国道463号沿い、航空記念公園の信号を市民医療センター方面
に曲がる。大穀さん、所沢園芸センターさんを通り過ぎた先、
早川洋品店さんとそば処尾張屋さんの間。

Ｑ1．太陽光発電を設置してみていかがでしたか。　

Ｑ2．当社の工事はいかがでしたか？

　 

息子さんにもおすすめしていただきありがとうございました。

2016年、山二ガスは 電気 はじめます。

広い土地・広い屋根　太陽光発電で有効活用しませんか？

いよいよ　　より先行予約開始！１月
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。

㈱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

素材からこだわった
あんぱんがおすすめです。

季節の食材とパンを組み
合わせたランチプレートも
人気のメニューです。

課長インタビュー

　電気の検針票が来て、予想以上の売電金額に驚きました。
先月は発電シミュレーションと比べ120％も発電していました。
もっと早く設置していれば良かったです。

　自社工事部での施工だったので、みなさん責任感を持って
工事を行ってくれました。その為、こちらも安心して工事をお任
せすることができました。現場の管理も良かったと思います。

　 息子夫婦は日中仕事で家にいないことが多いので、昼間
発電した電気をたくさん売れているようです。電気代も少なく
なったと喜んでいましたよ。

ご協力いただき、ありがとうございました。

安全にガス機器をお使いいただくために

室内でガス機器をお使いの時は
換気扇を回すか窓を開けて
換気をしてください
換気不足は一酸化炭素中毒の原因となり、
危険です。
ガスファンヒーター・ガスストーブ使用中は
30分に1回程度、新鮮な空気に入れ替え
ましょう。

ガス機器も古くなったら
取り替えを！
ガス機器も古くなると部品が劣化し、
火災や事故を起こすおそれがあります。
古いガス機器は、安全装置の付いた
〝セイフティガス機器〟にお早めに交換
しましょう。

～～～～～～～～～



　父の歩行が困難となり、介護が必要となった際、部屋の配置が気に
なり始め、部屋の隣にトイレが必要だと感じるようになったことが
きっかけでした。

　細部に渡り私たちの希望通りにしていただき、満足のいく工事でし
た。今年の夏の暑い中の工事で大変だったと思います。

　住んでみて、外が暑い日でも室内は涼しく、朝・夕の冷え込んだ日
でも部屋の中は暖かく過ごせることを実感しています。
　また、窓が広くなったことで庭全体が見渡せるようになり、開放的
になった点も気に入っています。

　はい。リビングが広くなり、キッチンから部屋全体を見通せて明る
く快適な生活ができるようになったので、台所仕事が楽しくなったと
伝えたいです。
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深谷小学校
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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。

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

バリアフリーリフォームで住みやすい我が家に！

LIXILリフォームショップ

LIFA所沢東

　この度、Ｍ様邸の一階全面改修工事を担当させて頂きました。
お父様の介護のしやすさに重点を置き、ご提案させて頂きました。
　お父様専用のトイレ、洗面室を作ることで居室、寝室、水廻りの動
線を一直線にしました。また、お風呂の入り口を二箇所にすること
でご家族様用洗面室からもお風呂に入れるようにしました。
　リビングの対面キッチンからは部屋全体を見渡せるようにし、
お父様の異変にもすぐ気付くことができるよう配慮しました。
　二重サッシ、内窓、床暖房もご採用頂き、寒い冬も快適に過ごして
頂けます。ご家族様一同大変満足して頂けました。

営業担当
金田

Ｍ様邸
(埼玉県）

１階全面改修工事

施工前

施工後

トイレ・お風呂・キッチン施工後写真

リビング施工後写真

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 

パール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（ブラウン/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！

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

リビングの対面キッチンから
お部屋全体を見渡せます！

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

￥22,000(税抜)

ガスなら面倒な燃料補給の
手間がかかりません。

点火時や消化時のイヤな
ニオイも気にならず、お部
屋を快適に暖めます。

「不完全燃焼防止装置」を
はじめ、万が一に備えた
安心機能を搭載。

早期ご購入特典
好評につき期間延長!

当社ガスをご利用のお客様へ
ファンヒーター購入時のガス栓
増設工事（配管4ｍまで）サービス！
※簡易ガスエリアのお客様を除く

ガスファンヒーター スイッチオンからわずか５秒でポカポカ暖房！

ガス赤外線ストーブ ガス暖房専用ガスコード

大特価！

※ガスファンヒーター・ガスストーブをご使用の際には必ず、1時間に1～2回(1～2分)程度換気をしてください。

ガスで寒い冬を暖かく快適に！ガス暖房機キャンペーン開催中

リンナイ
SRC-363E
オープン価格

￥15,800(税抜)

キャンペーン大特価！
シンプル機能で簡単操作
キャンペーン大特価！
シンプル機能で簡単操作

プラズマクラスターイオン機能付
お好みのカラーを選べます
プラズマクラスターイオン機能付
お好みのカラーを選べます

暖房目安　木造11畳まで　コンクリート造15畳まで

リンナイ
RC-N4001NP
定価￥77,300(税抜)

￥39,800(税抜)
暖房目安　木造11畳まで　コンクリート造15畳まで

オープン価格

￥2,980(税抜)

安全のため、ガスコードは専用コードを
ご使用ください。
安全のため、ガスコードは専用コードを
ご使用ください。

簡単操作の縦型タイプ
360°暖かい全周放射タイプ
各タイプお取扱いございます。
詳しくはお近くの営業所まで
お問い合わせください。

簡単操作の縦型タイプ
360°暖かい全周放射タイプ
各タイプお取扱いございます。
詳しくはお近くの営業所まで
お問い合わせください。

ガス暖房のメリット
簡単

快適

安全

49%
OFF！

特価！

ノーリツ
GFH-2402S
定価￥45,500(税抜)

￥15,500(税抜)

寝室や子ども部屋にぴったりの
省エネ・高効率タイプ
寝室や子ども部屋にぴったりの
省エネ・高効率タイプ

暖房目安　木造7畳まで　コンクリート造9畳まで

65%
OFF！

リンナイ
RC-M5802E
定価￥83,300(税抜)

￥41,800(税抜)

広いリビングにも対応の
大能力タイプ
広いリビングにも対応の
大能力タイプ

暖房目安　15畳まで　コンクリート造21畳まで

ガスコード2ｍ
オープン価格

￥3,580(税抜) 特価！ガスコード3ｍ
オープン価格

￥4,480(税抜) 特価！ガスコード5ｍ

ウッドホワイト オレンジ ゴールド

48%
OFF！

お客様の声

担当より一言

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。あればそれはどんなところですか？

　ご協力いただき、ありがとうございました。
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