
やってみ
たら意外

に簡単！

ガス衣類乾燥機なら外干し不要で花粉の季節のお洗濯も安心

食洗機で節水・節約。家事の時短でゆとり時間が増やせます！

快適な仕上がり

お悩み

1
お悩み

2
お悩み

3
お悩み

4

乾太くん使用者の約95%が満足！
繊維の根元から
ふんわり！
やみつきになる
心地よさ。

家事の時短化
5ｋｇの洗濯物を
わずか約52分で
乾燥！
電気式の約1/3の
時間で済みます。
清潔乾燥

天日干し同様の除菌効果。花粉の時期や梅雨時も安心して使えます。
しっかり除菌できるので、赤ちゃんの衣類乾燥にも最適です。

天気の悪い日は
洗濯物が干せない
部屋干しすると
生乾きで臭う
共働きだから
なかなか洗濯できない
花粉やPM2.5など
大気汚染が気になる

洗濯物のお悩み解決します！
パワフルな ならガス衣類乾燥機

天日干し 全自動洗濯
乾燥機

リンナイ 　ガス衣類乾燥機
RDT-52S
■乾燥容量5.0ｋｇ
定価￥138,000(税抜)のところ　　

本体のみ¥95,000(税抜)

☎04-2994-8021(代) ☎04-2995-6650(代)

※工事費・部材別途
高さ684×幅654×奥行545ｍｍ

※ガス衣類乾燥機(乾太くん)：リンナイ、電気式全自動洗濯乾燥機(ドラム式)：東京ガスが試験実施
※条件：実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-52S 標準コースで算出。ガス種：LPGの場合

３5%
OFF！

リンナイ　ビルトイン食器洗い乾燥機
RSWA-C402C-SV(シルバー)
本体定価￥163,000(税抜)のところ　　

本体のみ¥105,000(税抜)

本 　 　 社

所 沢 支 店

嵐 山 支 店

深 谷 支 店

04-2995-6368

04-2994-8021

0493-61-1182

048-571-8980

坂戸営業所

秩父営業所

多摩営業所

049-286-8022

0494-24-9564

042-636-8021

㈱ヤマニエコライフ本社

ライファ所沢東

LIXILリフォームネット深谷

04-2995-6372

04-2995-6650

048-571-8995

㈱高尾石材部

所沢中央霊園

ルモン埼玉販社

04-2993-6001

04-2993-6038

04-2995-6388

※工事費・部材別途

パナソニック　卓上型食器洗い乾燥機
NP-TH1-C(ベージュ)
オープン価格　　

特価¥95,000(税抜)

パナソニック 卓上タイプ　

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？

1. 家事の時間短縮　2. しっかり除菌で清潔キープ

3. 手荒れ軽減　　　4. 節水・節約できる

※別途、分岐水洗の取付も承ります

高さ598×幅550×奥行344ｍｍ
ホワイト・ブラウンもございます。

リンナイ ビルトインタイプ 後付け対応可能

高さ450×幅448×奥行570.5ｍｍ
ブラックもございます。

※2011年6月大阪ガス調べ

ガス衣類
乾燥機

屋内設置の場合でも
湿気が屋内にこもらない！

売れてます！

３１%
OFF！

※

その他の系列会社
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電気代だけ
で今までよ

りオトクに
♪

解約時の違約金ゼロ!

＞＞＞＞＞＞＞＞

今まで通り安心して電気を使える!【キャンペーン期間2018年3月～5月】

携帯、スマホからQRコード読み取り　または、 『 ヤマニ電力 』で検索！
電気代削減シミュレーション入力のあと、お申し込み画面へ進めます。

携帯電話、スマートフォン、パソコンから簡単にお申し込みいただけます。
お手元に電気の検針票をご用意ください。

２倍２倍
食器が少ないときはエコナビで自動で節電、酵素活性化洗浄で洗剤の
酵素パワーを引き出し、汚れに直接アタック。

主な機能：エコナビ・酵素活性化洗浄・
高温除菌・スピーディコース　など

食器収納点 40点(約5人分)
1回の使用水量 約11.0L
1回あたりの経費 約26.7円
※標準コースの場合

シンク下にすっきり収めたい
場合はビルトインタイプが
おすすめ！
※既存キッチンへの設置を
ご希望の際はご相談下さい。

賃貸住宅にお住いのお客様や
簡単に設置したい方は卓上型
がおすすめ！
※新設の場合は分岐水洗の
取付が必要になります。

今お使いのキッチンをそのまま使うなら、後付けタイプがおすすめです。
キッチンの扉を1枚はずしてシンク下に設置できます。

主な機能：スチーム洗浄・からっとキープ
タワーウォッシャー・サークルラック　など

食器収納点数 33点(約4人分)
1回の使用水量 約9.5L
1回あたりの経費 約26.6円
※標準コースの場合

お客様受付専用ダイヤルを
新設しました。イチバンヤ 　 マ 　 ニ

東京電力スタンダードプラン
プレミアムプラン、その他新電力会社
からヤマニ電力へ切替の方へ

NEW!
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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

機能性とデザイン性を兼ね備えたリフォームを実現します

LIXILリフォームショップ

LIFA所沢東

営業担当
藤澤

キッチン施工後

エコカラット施工後

Ｉ様邸
(所沢市）　
キッチン・
内装工事

お客様の声

担当より一言

Q1　当社に依頼したきっかけは何ですか？
　７年半前に浴室のリフォームをお願いしたのが
ヤマニさんとの出会いでした。その時の対応が
とてもよかったので、今後またリフォームするとき
はヤマニさんへお願いしようと決めていました。
Q2　当社の工事はいかがでしたか？
　日中仕事があるので、家を空けての工事となりま
した。ヤマニさんへの信頼があったので鍵を預けて
工事をお任せしました。
Q3  改修して良かったところは何ですか？
　キッチンの吊戸棚がスイッチひとつで目の前に
下りてくるオートダウンウォールが便利ですね。
　食洗機は音がほとんど気にならず、食器洗いの
手間が省けて気に入っています。
　換気扇、排水口のゴミ受け、コンロの手入れの
しやすさにも驚きました。収納も仕分けがたくさん
できてキレイに使えます。
　内装にはリビング･洗面所･洋室･トイレ･玄関に
エコカラットを取付し、部屋の高級感が増しました。
全体的に生活感を出さないすっきりとした空間に
仕上がったと思います。
Ｑ４　お友達に勧めたいと思いますか？
　ヤマニさんの社員の人柄や仕事の正確さを信
頼しているので、先日ご近所の方にお勧めしました。

　きれいにお手入れして長年お使いいただ
いていたキッチンですが、リシェル SI に入れ
替えたことでますますお掃除がしやすくなり
ました。
　エコカラットは見た目の高級感だけでなく、
消臭、調湿の効果があります。エコカラットに
貼り替えたお部屋で効果を実感してもらえる
と嬉しいです。

環境と家計にやさしい高効率給湯器エコジョーズに交換しませんか？
　今ならセットでオトクなキャンペーン中！

携帯水素マルチポッド
マルーン

フルオート

“見まもり”・“キレイ”安心のプレミアムタイプ
給湯器登場！

主な機能
◆見まもり　◆熱洗浄配管クリーン
◆UV運転　◆エコ運転　◆ごきげんオート
◆マイルド追いだき　◆フレックス保温
◆追いだき　◆たし湯　◆たし水
◆沸上予約　◆Q機能　◆低温度出湯　
◆省電力モード　◆点検お知らせ
◆ターボ給湯　等

※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。

ノーリツ24号　ガス給湯器エコジョーズ
GT-C2462PAWX BL 
リモコンセットRC-G001E
本体＋リモコン定価￥462,800(税抜)のところ
標準工事セット価格

特価¥249,000(税抜)

　

お湯の量は号数に
よって異なります。
24号なら4人家族に
ゆとりのパワー
シャワーと給湯が
同時使用できます！

●“見まもり”で安心をサポート
「ゆるやか浴機能」「自動入浴タイマー機能」「浴室モニター機能」で
“ヒートショック”、“のぼせ”と、“同居家族などの気付き遅れ”による
入浴事故に配慮。
●“キレイ”で安心をサポート
「UV除菌ユニット」、「熱洗浄配管クリーン」でキレイに！
入浴後、残り湯の菌の繁殖を抑制するため、残り湯での洗濯時の
臭いなども軽減します。

台所リモコン

浴室リモコン

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

エコジョーズとは？
毎日の入浴に

お顔のスキンケアに

エコジョーズ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。

家庭で消費されるエネルギー量の約1/4が給湯に
使われています。毎日使うお湯だからこそ、環境と
おサイフにやさしいエコジョーズを選びましょう。

単品価格￥75,000の
ところ、左記給湯器と
セットで大変オトクです。

※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。

※給湯器リモコン・標準取付工事費込

サイズ：高さ60×直径143mm
重量：約700ｇ
電源：専用バッテリーパック
※リチウムイオン充電池・容量2,600mAh
専用ACアダプターにて充電
充電時間：最大約4時間
消費電力：12.6W/1h(充電時)
防水仕様：JIS IP X8準拠
水素生成方式：電気分解方式
生産国：日本

水素風呂で疲労をリセット

水を張った洗面器にマルーンを
入れて水素水でやさしく洗顔

マルーンのスイッチを入れて
水の中に入れると、きめ細
やかな泡が発生し、水素が
水に溶け込みます。

ゆったりバスタイムで
すっきりリフレッシュ

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 “みまもり”と“キレイ”の機能充実！次世代給湯器

41%
OFF！

パールクリスタル
ココットプレートでグリル料理を
便利においしく！

リンナイ RTS65AWK14RG-C
定価￥97,800(税抜)

¥58,000(税抜)

￥14,000(税抜)

37%
OFF！

クリスタルコート
水無し片面焼グリル
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)

41%
OFF！

45%
OFF！

ノーリツ N3WQ6RWASKSI
定価￥153,000(税抜)　W600mm

¥90,000(税抜)
※工事費別途

パロマ PD-N64WV-60GK
定価￥142,000(税抜)　W600mm　

¥78,000(税抜)
※工事費別途

リンナイ20号 　ガス給湯器エコジョーズ
RUF-E2008SAW(A)　リモコンセットMBC-230V(T)
本体＋リモコン定価¥352,000(税抜)のところ
標準工事セット価格

特価 ¥185,000(税抜)

OSG 携帯水素マルチポッド malloon(マルーン)
本体定価¥75,000(税抜)のところ
リンナイ20号エコジョーズ RUF-E2008SAW(A)とセットで

特価 ¥235,000(税抜)

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)　W600mm

¥43,000(税抜)
※工事費別途

42%
OFF！

ガラストップ
らくらく操作で楽しく料理
親水アクアコートで簡単お手入れ

ノーリツ NLW2273TPKSI
定価￥94,800(税抜)

¥55,000(税抜)

37%
OFF！

ホーロートップ
水無し片面焼グリル
水を入れずに調理できます

パロマ PA-N41B
定価￥43,800(税抜)

¥27,500(税抜)

ガラストップ
シンプル・スタイリッシュで
お手入れも簡単

42%
OFF！

リンナイ RHS72W22E3RC-STW
定価￥295,000(税抜)　W750mm　

¥170,000(税抜)
※工事費別途

ガラストップ
最新機能と美しいデザインの
ハイグレードコンロ

ガラストップ
小バーナーに新しく
炊飯機能を搭載

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

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

○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)

センサーのお知らせ

ココットプレート付属 クックボックス対応 ラクック対応

ココットプレート付属

トイレ リビング 洗面所

アートシールでアレンジ

【採用商品】
キッチン
　ＬＩＸＩＬ　リシェルＳＩ
使い勝手がよく、デザイン性にも
優れたシステムキッチンです。

タイル
　ＬＩＸＩＬ　エコカラット
タイルにあいた目に見えないナノ
サイズの穴がお部屋の湿度を
調節したり、ニオイや有害物質を
低減します。

オート
セット特別価格
 ＋￥50,000で
マルーンを
お付けします!!

今なら
セットがオトク！
今なら
セットがオトク！

＋ ＋浴室への
出入り
センサー

浴槽への
出入り
センサー

UV除菌
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