


Q1.きっかけは何でしたか？
　築後12年が経過し、そろそろ外壁の塗替えと同時に、デザインの変
更も行いたかったのでお願いしました。

Q2.当社の工事はいかがでしたか？
　営業の中林さんは足繁く自宅に寄ってくださり、親切に相談にのっ
てくれました。その結果、満足のいくデザインの外装をリーズナブル
な金額で実現できました。
　工事も最後まで大変丁寧にやっていただき、安心してお任せできま
した。

Q3.改修して良かったところは何ですか？
　自宅の外からの見栄えが大変きれいになりました。幕板を新たに設
け、上下で色をツートンにしたのですが、とてもいいバランスで仕上が
りました。
施工後、近所の方からも「すてきになりましたね」と言っていただけま
した。

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？
　外壁の塗替えをお考えの方にお勧めしたいです。とくに現在のデザ
インに満足しておらず、新しいデザインにしたいという要望をお持ち
の方は、ヤマニエコライフの中林さんに相談されてはいかがでしょう
か。

　ご協力いただき、ありがとうございました。
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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

ツートンカラーのおしゃれな外壁に！

LIXILリフォームショップ

LIFA所沢東

この度外装改修工事を担当させていただきました。
当初はサイディングの張替えをすることで、デザイン
の変更をご検討されておりましたが、お打合せを重
ねていく中で、外壁塗装をした上に、装飾部材の
ウォールライン(幕板)を入れることになりました。
ご選択されたツートンカラーのバランスも良く、
ラインを入れたことによって、お家の印象がだいぶ
変わりました。  
ご近所の方にお褒めの言葉をいただいたと聞いた
ときはとても嬉しかったです。

コンロの点火ON⇔OFF
とレンジフードの運転⇔
停止が自動で連動します。
スイッチのつけ忘れ、消し
忘れの心配がありません。

営業担当
中林

N様邸(川越市）
外装改修工事

施工後施工前

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。

ビルトインコンロとレンジフードの同時交換がオススメです！
お手軽に素敵な最新式キッチンに生まれ変わります。

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。

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。

　　ガス機器使用中は換気扇
をまわすか、窓を開けるなど
して必ず換気をしてください

24号なら4人家族に
ゆとりのパワー
冬でもシャワーと給湯が
同時にできます！

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 ガスの強火力で直火炊き
ご飯本来の味わいが
楽しめます！

リンナイ ガス炊飯器　直火匠
RR-055MST2（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

エコジョーズとは
少ないガス量で効率よくお湯を沸かす
省エネ性の高い給湯器です。

○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。

◆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！

40%
OFF！

ノーリツ N3S02PWAS4BREC
定価￥288,500(税抜)

￥174,000(税抜)
※工事費別途

リンナイ RS31W20K11D-VW
定価￥142,000(税抜)　

￥85,000(税抜)
※工事費別途

40%
OFF！

メタルトップ
フラットなトッププレートで
お掃除しやすい

リンナイ RS31M4H2S-BW
定価￥71,800(税抜)

￥43,000(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)

●業界最高水準の性能
エコジョーズ最高水準の熱効率を
実現。騒音値、消費電力などすべて
において最高水準の実力を備えて
います。

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！

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

●ガスと電気のＷで省エネ
熱効力がアップし、使うガスの量が
少なくなるとともに、待機時の消
費電力も従来の 1/5 以下に低減。
(1999年比 )

●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。

●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

40%
OFF！

ノーリツ N3WN9PWASKSTES
定価￥223,000(税抜)

ビルトインコンロのみ￥134,000(税抜)

大特価

ビルトインコンロ＋レンジフード(コンロ連動無し)セット

￥199,000(税抜)

※工事費別途。　※レンジフード取付状況によっては別途部材が必要となる場合がございます。

40%
OFF！ビルトインコンロのみ￥174,000(税抜)

大特価

ビルトインコンロ＋レンジフード(コンロ連動タイプ)セット

￥239,000(税抜)

※工事費別途。　※レンジフード取付状況によっては別途部材が必要となる場合がございます。

ノーリツ NFG7S09MBA(ブラック)
定価￥102,000(税抜)

リンナイ LGR-3R-AP751SV(シルバーメタリック)
定価￥143,000((税抜)

コンロ連動機能

リンナイ RHS71W15G22R3C-STW
定価￥291,000(税抜)
※グリルプレート・ココット付属

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)

40%
OFF！

パールクリスタル
ヒートオフ機能でお手入れ簡単
オートグリル機能で焼き加減おまかせ

リンナイ RTS65AWK3R-W
定価￥89,800（税抜）

￥53,800(税抜)

パールクリスタルトップ
キッチンとのコーディネートで
4色から選べるカラーバリエーション

お客様の声

あてはまるものがあれば塗替えのサインです。雨漏りの原因となります。
外壁塗装をご検討ください！

1雨水の流れた跡が黒く残っている 2.手で擦ると白い粉がつく(チョーキング現象) 3.目地のゴムにひびが入っている 4.外壁にひびが入っている

担当より一言

お家の外壁にこんな症状はございませんか？

++ コンロ連動無しタイプ++ コンロ連動タイプ

お手入れのしやすさに
こだわった最新型
ビルトインコンロ

お手入れ簡単！
スリムでスタイリッシュな
レンジフード

美しいデザインと
最新の充実機能搭載の
ビルトインコンロ

お手入れ簡単！
スリムでスタイリッシュな
レンジフード

サクラ

ショコラ

クリームホワイト

カフェベージュ


