
おかげさまで１周年！

万一に備えて準備しませんか？防災グッズ30点セット

世界初！蚊取り空気清浄機登場！空気の汚れも、蚊も取れる

薬剤を使わず、蚊を捕獲 高性能な空気清浄機能

蚊の習性

UVライト 黒いボディ 隠れたがる小窓

空気清浄機の吸引力

除電効果
補正効果

トリートメント効果
保護効果
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を利用した　蚊取り３ステップ

で蚊を「誘う」

お部屋の汚れを素早く浄化
プラズマクラスターで除電＆スピード循環気流

頭皮の為の新習慣 かっさアタッチメント
髪をかき分けながら頭皮にしっかりイオンを届け、
気持ちよく頭皮をマッサージ
スカルプケアで育毛に貢献！！
使用方法：ヘアドライ後にアタッチメントを付け、約5分間
気になる部分をすべらせるようにマッサージしてください。

買い足しで自分流の防災バッグに！
飲料水・保存食・衛生用品・薬・メガネ・コンタクト・スマホ充電器　など

プラズマクラスターで ヘアエステ
プラズマクラスターは自然界と同じ(＋)と(－)のイオン。
頭皮への効果が実証されています。

さらっと、まとまりのある髪へ
髪についたクセを整える
しなやかな髪が約8時間続く
ヘアカラーが長持ち

高速ダイナミック風で 約1.7㎥/分
熱ダメージを抑えて、早く乾く
独自のエアロフォルムが、風量や熱だけに頼らない速乾力を実現

ビューティーモードでツヤＵＰ さらに美髪へ
温風と冷風を交互に出してキューティクルを引き締め、さらにツヤ髪へ

微小な粒子やニオイもキャッチ
3つのフィルターでしっかり集じん・脱臭
花粉などを素早く検知・集じん
強めの風量で自動運転する「花粉運転」搭載

小窓に近づいた蚊を「吸い込む」

薬剤を使わないから
お子様やペットのいる
ご家庭にもおすすめ

蚊使用後の蚊取りシートは
2つに折りたたんでポイ捨て
※交換の目安は約2ヶ月
(ランプの点滅でお知らせします)

おすすめ畳数 ～約14畳
8畳のお部屋の洗浄スピード 12分
最大風量 5.1㎥/分

　温風モード  スピーディードライ
　　　　　　  いたわりドライ
　　　　　　  地肌ドライ (モードボタン切替)
　ビューティモード 専用ボタン搭載
　温冷切替  専用ボタン搭載

蚊の捕獲率
約98％※

※チカイエカの場合の捕獲率。試験空間における
実証結果であり、実使用空間での実証結果では
ありません。使用場所の状況や使い方、人やペット
の有無によって効果は異なります。

強力蚊取りシートで「捕まえる」
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空気清浄機　FU-GK50-B
オープン価格　

￥43,000(税抜)
外形寸法　高さ×幅×奥行　540×391×281ｍｍ

プラズマクラスタースカルプエステ　
ＩＢ-ＧＸ9Ｋ　オープン価格

￥21,000(税抜)

山善　防災バッグ30 
ＹＢＧ-30

オープン価格

￥3,900(税抜)

外形寸法
高さ×幅×奥行　209×84×243ｍｍ

大変人気のため
品薄が予想されます
在庫につきましては
お近くの営業所まで
お問い合わせください

本体サイズ
高さ×幅×奥行
430×320×160ｍｍ

「一家に一つ」ではなく、
「一人に一つ」準備を！

プラス

〈セット内容〉
①リュックサック (1 パック )、②緊急用ホイッスル (1 個 )、③2WAY
ドライバー (1本 )、④ミニカッターナイフ(1本 )、⑤ライター (1個 )、
⑥予備袋 ( 小銭入れ 1 枚 )、⑦筆記用具セット ( ボールペン 1 本、
メモ帳1冊 )、⑧歯ブラシ(3本 )、⑨綿棒 (20本 )、⑩マスク(3枚 )、
⑪携帯トイレ(3個)、⑫ポリ袋45L(3枚)、⑬ペーパートレー(3枚)、
⑭プラカップ(5パック)、⑮割り箸 (5膳 )、⑯スプーン・フォークセッ
ト(1セット)、⑰2WAY懐中電灯 (1個 )、⑱ラバー手袋 (1双 )、
⑲PEロープ (1 本 )、⑳布テープ (1 個 )、㉑レインポンチョ(1 着 )、
㉒EVAサンダル(1足 )、㉓アルミシート(1枚 )、㉔アルミブランケッ
ト (1 枚 )、㉕エア枕 (1 個 )、㉖非常用給水バッグ (1 枚 )、㉗ラップ
(1本 )、㉘アルミホイル(1本 )、㉙ボディタオル(1枚 )、㉚ティッシュ
ペーパー (1個 )

特価

特価

特価

髪を乾かしながら頭皮もケアできるドライヤー今 話題の！！

いざという時に持ち運びしやすい重さ約2kgの軽量バッグ
安全な場所へ逃げるために必要なものが30点入っています

ヤマニ電力
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突破！ ヤマニ電力 Powered by
　　　東燃ゼネラル石油
Powered by
　　　東燃ゼネラル石油※2017年2月現在。

少ない使用量でもオト
クに！

お客様の声

①

③

シンプルに電気代だけで、

今までよりオトク

所沢市並木１丁目9-1

入場は無料です。このチラシ持参でご来場記念品プレゼント！

所沢市文化センター 3月12日(日)
5月27日(土)・28日(日)ミューズ

最大約13％
オトクに！

②

④

違約金や契約期間の

"しばり"がありません！
ご契約は原則１年間の自動更新となりますが、
解約はいつでも可能です。また、途中で解約した場合の
違約金もありません。

ヤマニのキャラクター
「ヤッピー」のクオカードが
もらえます！

他サービスとの組み合わせやポイント
ではなく、シンプルに今までの電気代
よりお安くなります。

東京電力が引き続き送配電の保安・保守を行い
ますので、停電が起こりやすくなるといったことは
ありません。

今なら！
オリジナルQUOカードプレゼント！

今までとかわらず
安心して電気を使えます

手続き
カンタン！

　我が家は電気を多く使うため、電力自由化は気になって
いましたが面倒で申込はしていませんでした。給湯器を交
換した時にヤマニさんの提案を受けてその場でシミュレー
ションしたところ、年間12,000円ほど安くなるという結果
が出たのでさっそく申込書を記入しました。
　あとはヤマニさんに全部おまかせでOK！もっと面倒な手
続きがあると思っていたので簡単で良かったです。

　　　　　子供が家を出て夫婦二人暮らしなので
　　　　電気代はあまり高くないのですが、ずっと
山二ガスを使っているので、電気もお任せしようと
申込しました。
　申込の際に契約アンペアを６０Ａから４０Ａに
下げる提案もしていただき、基本料金も抑えられ
ました。
　去年の電気代と比べると1,000円近く安くなって
いる月もあり、とても満足しています。

所沢市の
Ｓさん

深谷市の
Ｕさん

ヤマニ電力 で検索！検針票を用意して、１分簡単シミュレーション♪そのままお申込みも可能です
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートフォンの方はこちらからアクセス！
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スマートライフご説明会スマートライフご説明会
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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

リフォームで明るく快適な空間に

LIXILリフォームショップ
LIFA所沢東

￥113,000

エコリフォームをすると補助金最大30万円 !!
～住宅ストック循環支援事業～

予算が無くなり次第終了
ご相談はお早めに!!

今が
　チャンス！

施工後

補助金
合計

詳しくはお問い合わせ下さい！
（内窓2.8㎡以上）

担当　吉田　

担当　吉澤

施工前

K様邸
(八王子市）

水まわり改修工事

キッチン

キッチン 浴室

浴室 トイレ

トイレ

トイレ・洗面室

トイレ・洗面室洗面室

お客様の声

担当より一言

浴室リフォームの場合 高断熱浴槽

Q1　リフォームしようと思ったきっかけは何でしたか？
　築20年が過ぎ、お風呂のタイルにひびが入り、目地が壊れ、水まわり
のリフォームを考えた時、以前八王子の営業所でお世話になった吉田さ
んに今回もお願いしようと思いました。
Q2　当社の工事はいかがでしたか？
　面倒な工事も色々とアイデアを出してくださり、丁寧な仕上がりで満
足のいくリフォームができ、大変喜んでおります。
Q3　改修して良かったところは何ですか？
　トイレ・洗面室は明るく広くなり、キッチンも思い通りの収納スペース
を作って頂き、快適な生活が送れるようになりました。
Q4　お友達に勧めたいと思いますか？
　お勧めしたいと思います。
　ヤマニエコライフの皆さんは親切・丁寧で、わからない事などがあれば、
納得いくまで説明してくださり、安心してお願いできると伝えたいです。　
ご協力頂きまして、ありがとうございました。

システムキッチンの入れ替えを
ご検討の方はビルトインタイプ
がおすすめ！
既存のキッチンへの設置をご希望の
場合はご相談ください

■要件
　1. 自ら居住する住宅について工事を発注し、エコリフォームを
 実施すること
　2. 工事をする住宅が昭和56年6月1日以降に建築されていること
　3. 対象となる補助額の合計が5万円以上であること

■補助金交付申請期間
　平成29年1月18日～遅くとも6月30日

■対象工事
　①開口部の断熱改修　　②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
　③設備エコ改修（高断熱浴槽、節水型トイレ、高効率給湯器、節
　　湯水栓など3種類以上を設置する工事）

　2つのトイレ・洗面室のある空間を有効活用するため、
通し柱を抜き、新規で梁を設けることにより、仕切り位置
を変更しました。また、引戸の採用により、明るく無駄のな
い空間となりました。
　奥様こだわりのキッチンも、十分な収納を確保出来るよ
う、提案いたしました。
　長期にわたる工事となり、ご不便をお掛けしましたが、
仕上がり・使い勝手ともに、大変満足して頂け、私たちも
嬉しく思います。

■補助金内訳
高断熱浴槽　……………… 24,000円
高効率給湯器　…………… 24,000円
節湯水栓　………………… 3 ,000円
内窓設置　… 8,000 ～ 20,000円/箇所
バリアフリー改修(※)…… 計42,000円

※左記①～③の工事のいずれかと併せて
　実施するバリアフリー改修工事も対象
　となります。

毎日の面倒な洗い物は食器洗い乾燥機に任せませんか？
食器洗い乾燥機のメリット ビルトインタイプと卓上型どちらにすればいいの？

本体色ベージュ
他にホワイト・ブラウンもございます

パナソニック　NP-TR9
本体のみ価格　

特価￥95,000(税抜)
※水栓の分岐工事も承ります
外形寸法　高さ×幅×奥行　564×550×347ｍｍ

パナソニック 卓上型 節電・節水エコナビ機能付

1. しっかり除菌で清潔キープ 2.　ゆとり時間が作れる
3.   手荒れ軽減　　　　　　 4.　節水・節約できる

バイオパワー除菌で酵素の力を引き出して汚れを分解。
洗うたびに除菌します。

エコナビで最大約20％も節電・節水
汚れや食器が少ないときは、自動で節電・節水。
少ない水でもキレイに仕上げるからムダを省けます。

食器収納点数 45点(約6人分)
1回の使用水量 約11L
1回あたりの経費 約27.1円
※標準コースの場合

マンションや集合住宅にお住ま
いのお客様や簡単に設置したい
方は卓上型がおすすめ！
新規設置の場合は水栓の分岐工事が
必要となります。

特価

リンナイ 　RSW-404LP　
定価￥173,000(税抜)　

特価￥112,000(税抜)
※工事費別途
外形寸法　高さ×幅×奥行　450×448×620.5ｍｍ

リンナイ ビルトインタイプ　
プラズマクラスターにより外気から取り込まれる空気を浄化し
浮遊カビ菌や付着したニオイを抑制します。

除菌スチーム洗浄で水の粒子では入り込めない
汚れのくぼみにまで浸透し、手洗いでは落ちない
汚れも菌ごと洗い流します。

食器収納点数 37点(約5人分)
1回の使用水量 約10L
1回あたりの経費 約27.6円
※標準コースの場合

SHARPプラズマクラスター機能付

35%
OFF

内窓設置


