
シンプルに電気代節約で選ぶなら、

【1995年2月開園】 シンプルに電気料金だけで、
今までよりおトク

年間約5,000円おトク 年間約25,000円おトク

違約金や契約期間の
“しばり”がありません！

今までとかわらず
安心して電気を使えます！

今なら！
オリジナルQUOカードプレゼント

電力自由化セミナー順次開催予定！　

ヤマニ電力

① ②

③ ④

※電気の供給は小売電気事業者である東燃ゼネラル石油が行います。

他サービスとの組合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。

電気料金7,900円／月 電気料金21,000円/月

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。

電力会社から途絶えることなくバックアップを受け
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。

ヤマニのキャラクター
”ヤッピー”のクオカードが
もらえるのは今だけ！

家族２人でアパートに
お住まいのＡさん宅

家族4人で一戸建てに
お住まいのＢさん宅

Yamani Quarterly Information
YAMANI FAMILIES
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夏号
ヤマニファミリーズ

標準プラン

従量電灯Ｂ標準プランで40Ａ　月間電気使用量290ｋＷｈを想定 従量電灯Ｂたっぷりプランで60Ａ　月間使用量710ｋＷｈを想定

No.
277

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】

☎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㈹

嵐山支店・充填工場 0493-61-1182㈹

深 谷 支 店 048-571-8980㈹

坂戸営業所 049-286-8022㈹

秩父営業所 0494-24-9564㈹

多摩営業所 042-636-8021㈹

㈱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

山二ガスグループ石材部 ㈱高尾がご提案する優良霊園
　2016年 新規2霊園ＯＰＥＮ！

お墓・お葬儀のご相談は、随時受け付けております。
㈱高尾　石材部　0120-64-1094

㈱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

武蔵野の豊かな
緑に囲まれた
高台の好立地

 ◆◆所沢中央霊園◆◆

 開催日 場　所

 6/4(土)

 6/11(土)

 6/25(土)

深谷市宿根自治会館
深谷市宿根1　（瀧宮神社隣）
ライファ所沢東
所沢市牛沼235-1
坂戸営業所
鶴ヶ島市高倉1162-3

 開催日 場　所

 7/9(土)

 7/16(土)

 7/23(土)

ライファ所沢東
所沢市牛沼235-1
秩父営業所
秩父市上影森94-4
東松山市民文化センター第五会議室
東松山市六軒町5-2

たっぷりプラン

約5％割引 約10％割引

開催時刻 各日
①10:30～
②14:00～
電気検針票を
お持ちください♪

ヤマニがお客さまへ贈る限定お得情報 !

「所沢聖地霊園」バス停下車、徒歩３分
所在地：埼玉県所沢市北原町957 【2016年4月開園】

 ◆◆サニープレイス所沢◆◆

「所沢聖地霊園」バス停下車、徒歩0分
所在地：埼玉県所沢市下新井1386-1

 全区画がゆとりの
 人気仕様。
 明るくお参りしやすい
 霊園です。
★ペット区画あり
★見本墓石販売中
　 最大20％OFF
   ご遺骨をお持ちの方は
　最短30日以内にご納骨
　ができます。

やすらぎの空間。
お求めやすい
墓所使用料
★1区画
　 136,500円～
★全区画ペットＯＫ
★見本墓石販売中
　　最大25％OFF

閑静で希少価値の高い
安心・安全の霊園です。
春には桜が美しく咲き
ます。
深谷駅から川沿
いの自然豊かな遊歩道
を散策し、四季折々の
景色をお楽しみ下さい。

穏やかな「時」が流れる
緑豊かな公園墓地。
明るくお参りしやすい
霊園です。
★バリアフリー
★ペット区画あり
★芝生区画好評
★見本墓石販売中
     最大50％ＯＦＦ

森の聖地 ・ 豊かな
自然との共生。
第２期分譲が始まり
ました。
心癒す緑の空間が
皆様をお待ちして
います。
★ゆとりの区画　
★大型駐車場７９台

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。

【2008年2月開園】

 ◆◆所沢シティメモリアル◆◆

東武東上線ふじみ野駅・西武新宿線所沢航空公園駅
往復無料送迎バスあり
所在地：埼玉県入間郡三芳町上富緑1584-3-1 【2016年1月開園】

 ◆◆南川越霊園◆◆

「下赤坂」バス停下車、徒歩10分
所在地：埼玉県川越市大字中福236-3

 ◆◆フォレスト所沢◆◆

「所沢聖地霊園」バス停下車、徒歩5分
所在地：埼玉県所沢市下新井1360-1 【2007年11月第2期販売開始】

 ◆◆さくらの里霊園◆◆

ＪＲ深谷駅下車、徒歩３分
所在地：埼玉県深谷市西島5-4-2　

新規OPEN!

新規OPEN!

Powered by 
　東燃ゼネラル石油
Powered by 
　東燃ゼネラル石油

我が家の電気代はどの位下がるの？
電力自由化の疑問・不安にお答えします！

【2009年9月開園】



Q1.当社の工事はいかがでしたか？
　希望通りの仕上がりになったと思います。住み始めてから感じる不具合は必ず出てく
るものだと思いますが、その相談にもすぐに応じてくださりとても感謝しております。
Q2.リフォームして良かったところは何ですか？
　築20年の中古物件を購入したのですが、建替えをしないで建物を再利用でき、資源の
無駄遣いを防ぐことに貢献できたと思っています。
Q3.太陽光を設置しようと思ったきっかけは何ですか？
　設置コストが太陽光発電のメリットで回収できることが分かったため、設置を決意しま
した。発電量の多いパナソニック製を設置したので、これからの売電収入が楽しみです。

浴室暖房乾燥機ならこんなに便利！　※RBH-W414KPの場合
①涼風
 浴室内の湿気を取り除き同時に送風。
 夏場のムシムシした不快感をすっきり解消！
②乾燥
 浴室のカビや結露の発生を抑えます。
 また、浴室を衣類乾燥室として使えます！
③プラズマクラスターイオン
 浴室内に浮遊するしつこい汚れのもと「浮遊カビ菌」を、
 乾燥運転時にプラズマクラスターイオンを放出して分解・除去。
④換気
 湿気と浴室独特のイヤなニオイをスイッチ1つで排出！
⑤暖房
 冬場の浴室の寒さをやわらげ、ヒートショックを予防。

湯量も湯温も快適なまま省エネ運転
①リンナイ20号オート給湯器 エコジョーズ RVD-E2005SAW2-1(A)　
　 ※リモコンセットMBC-230VC付
②浴室暖房乾燥機 RBH-W414KP ※リモコン付き
③配管セット・換気口用ふたセット
④標準工事費
4点セットで定価合計￥687,400(税抜)のところ

特価￥343,000！
※浴室暖房乾燥機が外壁面設置の場合。その他特殊工事を行う場合には別途費用が
かかる場合がございます。
※標準工事は給湯器を壁掛型から壁掛型へ交換する場合の費用となります。
別タイプから交換の場合は追加費用が掛かる場合がございます。

ショールーム／所沢市牛沼235-1

℡.04-2995-6650
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東新井町交差点
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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。

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

リフォームで快適な住まいに

LIXILリフォームショップ

LIFA所沢東

新生活へ向けての改修をお手伝いさせていただきました。
お風呂やキッチンなどの水回りの他に壁紙やふすまの張替
も行いました。大きくリフォームを行った為、明るく・住みや
すい家に生まれ変わりました。訪問の度に出迎えてくれる
猫達にも癒されました。

担当　角田担当　内山

K様邸(埼玉県）
キッチン・浴室改修
太陽光発電設置工事他

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。

浴室暖房乾燥機なら涼風機能で夏場の入浴時も快適！
乾燥機能で梅雨の季節も浴室で衣類乾燥できます。

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。

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！

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)

浴室暖房乾燥機＆
熱源付エコジョ－ズ

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！

41%
OFF！

50%
OFF！

50%
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 RS31W20A30D-VW
定価￥153,000(税抜)　

￥90,000(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-230VC
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
本体カラーは住宅部品のトレンド色
の「パールシャンパン」を採用。汚れ
や傷が目立ちにくく、さまざまな外
壁に調和します。

センサーのお知らせ

主な機能オート

通常￥26,000のところ

41%
OFF！

ガラストップ
W温度おまかせ機能で2口同時に
温度を自動調節できます

リンナイ RTS65AWG36R2-DB
定価￥104,800(税抜)

￥61,800(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)

ガラストップ
左右バーナーにワイド火力＆
温度調節機能付で便利

41%
OFF！

パロマ ＰＤ-800ＷＶ-60ＧＢ
定価￥205,000(税抜)　

￥120,000(税抜)
※工事費別途

ガラストップ
シンプルで美しいデザイン
お料理サポート機能各種搭載

お客様の声

キッチン

太陽光発電 パナソニック5.124ｋＷ

ユニットバス 洗面化粧室 和室

浴室で
衣類乾燥！

夏も冬も
快適バスタイム♪

床・壁も張り替え、白で統一
開放的で清潔感溢れるキッチンに

昼間の電気はほとんど太陽光でまかない電気代削減

タイルからユニットバスに
ゆったりくつろげるお風呂

間仕切り壁を造り
使い勝手の良い洗面化粧室に

種類豊富な見本帳の中からお選び
いただいたこだわりのふすま

担当より一言

熱源付給湯器エコジョーズ+浴室暖房乾燥機セット
現在お使いの給湯器を最新型エコジョーズに交換しませんか？

プラスワンする暖房専用タイプ
①リンナイ暖房専用熱源機 RH-61W(A)　
②浴室暖房乾燥機 RBH-W414KP ※リモコン付き
③配管セット・換気口用ふたセット
④標準工事費
4点セットで定価合計￥367,300(税抜)のところ

特価￥183,000！
※浴室暖房乾燥機が外壁面設置の場合。その他特殊工事を行う場合には別途費用が
かかる場合がございます。

浴室暖房乾燥機＆
暖房専用熱源機

暖房専用熱源機+浴室暖房乾燥機セット
今お使いの給湯器はそのままに、温水暖房専用熱源機をプラスするだけ

施工後

施工前

K様宅
トーマス・メイ

※プラズマクラスターはシャープ(株)の登録商標です


