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秋号
ヤマニファミリーズ

こちらから電気代削減シミュレーションも可能です♪検針票をご用意の上アクセスしてください。

５人家族の
　Ｆさん

No.
278

ご注文・お問い合わせは

東上フェスタ　イベント情報

東上ガスグループ主催　『震災復興』支援チャリティーイベントのお知らせ

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㈹

日　　程　10月10日(月・祝)
会　　場
開催時間　

富士見市民文化会館「キラリ☆ふじみ」
11:00～15：00　

㈱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
㈱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

ヤマニがお客さまへ贈る限定お得情報 !

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。

※東上ガスグループとは・・・弊社親会社
　東上ガスを中心とした企業体の総称です。

ばんばひろふみ＆沢田知可子コンサート
開演時間　第1部14：30～ ／ 第2部17：30～（　　　　　　　　　　　　）

割引率なん
と

3％～13％
！

でんきは「かしこくえらぶ」時代です。
これまでと変わらず安心して使えて電気料金がお得になる

「ヤマニ電力」はじめませんか。

ヤマニ電力お申込み件数

電力自由化セミナー開催中!
場　所　ライファ所沢東
　　　　所沢市牛沼235-1
　　　　TEL04-2995-6650
開催日　毎週土曜日
時　間　各日14：00～15：00
持ち物　電気の検針票

毎週
土曜日

2,000件突破！

Powered by 東燃ゼネラル石油

※2016年６月時点

二人暮らしなので電気代はそんなに掛からないと
思っていました。それでも年間で5,000円ほど節
約できるそうなのでヤマニ電力に替えてみました。

以前と変わらず電気を使えています。
メーターの工事も簡単ですぐに
終わりました。浮いたお金で孫
とご飯を食べに行きます。

電気代は平均して月に１万円程度
掛かります。ヤマニの方に勧められ、

ためしに電力のシミュレーショ
ンをしてみたら年間で１万円近
くも安くなるという結果が ！！
思い切って切り替えてみまし
た。夏の電気代も去年より安く
なって家計も大助かりです♪

電気代はどのくらい下がるの？
停電が増えたりしない？
電力自由化の疑問・不安にお答えします。

２人家族のＫさん

東武東上線「鶴瀬駅東口」
より「ららぽーと富士見」
方面行きのバスにご乗車
いただき「富士見市役所」
にてお降りください。

※バスのご乗車時間は約6分です。交通事情により大幅に遅れる
　ことがあります。バスの時刻表をご確認の上、余裕をもってご
　来場くださいます様お願いいたします。
※他にも東武東上線「ふじみ野駅東口・志木駅東口」ＪＲ「大宮駅
　西口・南与野駅西口」から「ららぽーと富士見」方面のバスもご
　利用いただけます。

国道254号バイパス
（旧富士見川越有料道路）
富士見市役所ＩＣそば。

※駐車場には限りがございます。周辺道路は混雑が予想され
　ますので、できる限り公共機関をご利用ください。

公共交通機関をご利用の場合

お車をご利用の場合

A ばんばひろふみ＆
沢田知可子コンサート
(メインホールにて)

【開演時間】
第1部　14：30～
第2部　17：30～
※各開演時間の30分前からご入場できます。

会場内に出没するよ★

B みんなのステージ
(マルチホールにて)

歌やダンス、パフォーマンス
を予定♪

クイズラリ
ーで

抽選券ゲット
！

(ハズレ無し
)

C エネルギーと暮らし展
(展示室にて)

ガス器具はもちろん、住宅設備機器や
防災グッズの展示、販売会を行います。
リフォームのご相談もお気軽にお申し
つけください。

番外編●観覧方法
コンサート観覧希望のお客様は山二ガスへ
お電話ください。
※応募者多数の場合は抽選とさせていただき
　ます。
ご応募先ＴＥＬ ： 04-2994-5527(山二ガス)
応 募 締 切  ： 9月20日(火)

ゆるキャラが大集合！

会場までの交通アクセス

お客様の声

会場内に
キッズコー

ナーが

あるよ♪

東上フェスタ２０１６



Q1　リフォームしようと思ったきっかけは何でしたか？
　IHヒーターに取り替えたいと思っていた時に、お隣の友人に
　紹介していただきました。

Q2　当社の工事はいかがでしたか？
　思い通りに仕上がり満足しております。
　作業も日常生活に支障のないよう配慮していただいた上で進め
　ていただき感謝しております。ありがとうございました。

Q3　リフォームして良かったところは何ですか？
　たっぷりとした収納スペースを利用して思い切って古い家具等
　を処分したので、台所全体がすっきりし、使い勝手がよくなりま
　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？
　ぜひお勧めしたいです。
　営業担当の大塚さんをはじめ、作業してくださる方々が親切丁
　寧で、安心してお任せできたと伝えたいです。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

ショールーム／所沢市牛沼235-1
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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

キッチンリフォームで毎日のお料理が楽しみに

最新技術でお掃除をラクに！LIXILのアクアセラミックトイレ

LIXILリフォームショップ

LIFA所沢東

　この度、キッチン改修工事を担当さ
せていただきました。
　使わなくなっていた勝手口をふさぎ
壁にすることで冷蔵庫を置くスペース
を作りました。また、IHの電気工事と一
緒に、露出されていた電気の線やテレ
ビのケーブルを壁の中に隠すことで部
屋全体がすっきりした印象になりました。
　新しいキッチンの収容力にも満足い
ただき、ご近所の方からの評判も良く
キッチンにいる時間が増えた、と伺った
ときは大変うれしく思いました。

営業担当　大塚

施工担当　加藤

K様邸(埼玉県）
キッチン工事

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。

ワンランク上のハイグレードビルトインコンロで食卓に新しい感動を

業界初！冷凍食品メニュー業界初！冷凍食品メニュー業界初！冷凍食品メニュー業界初！冷凍食品メニュー

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 NLW2269ASZSG
定価￥113,000(税抜)

￥67,800(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！

41%
OFF！

ノーリツ N3WP1PWAS6SVE
定価￥181,000(税抜)　W600mm

￥108,000(税抜)
※工事費別途

リンナイ RS31W20A30D-VW
定価￥153,000(税抜)　W600mm　

￥90,000(税抜)
※工事費別途

41%
OFF！

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

特価￥175,000(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

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。

ガラストップ
新開発のプッシュ&ダイヤルボタンで
使いやすさと美しさを実現

●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)

37%
OFF！

プラチナカラートップ
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-N39P
定価￥43,800(税抜)

￥27,500(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)　W600mm　

￥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

担当より一言

お客様の声

施工後

施工前

水のチカラで汚れを浮かす新技術。その秘密は超親水性。
汚物をツルンと流してトイレをクリーンに保ちます。

なかなか落ちない便器についた汚物よごれが
トイレを洗浄するだけでツルンッと落ちます。

リング状の黒ずみや便器のくすみの原因となる
水アカがこびりつきません。※1
トイレのあの悩みに、うれしいニュースです。

「アクアセラミック」はトイレ用陶器の画期的な
発明です。簡単おそうじで、新品のツルツルが100年続きます。※2

クリーン

1
トイレの汚れが、ツルンっと落ちる。

クリーン

2
リング状の黒ずみ、くすみとサヨナラ。

クリーン

3
新品時のツルツルが、100年つづく。

※1　定期的にお掃除しない場合、汚れが付着する場合があります。
※2　同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合。お掃除ブラシで約7万回(100年相当)の往復を想定しています。

プレートパン・キャセロール付属ノーリツ　プログレ

プレートパンを使用し、グリルで市販の冷凍食品の解凍調理が可能に
なりました。ガス火でサクッ、フワッと美味しく仕上がります。

業界初！コンロオートメニュー業界初！コンロオートメニュー業界初！コンロオートメニュー業界初！コンロオートメニュー
ココット付属リンナイ　デリシア

①

下ごしらえをした材料を入れて、モードを選ぶだけで火力を自動調節し
調理します。

デリシア専用アプリでオート調理デリシア専用アプリでオート調理デリシア専用アプリでオート調理デリシア専用アプリでオート調理
調理完了までわずか3ステップ。下ごしらえをしたらオート調理で、できあがりまで火加減お任せ。
食のプロが監修した豊富なレシピを季節やトレンドに合わせて毎週更新。献立選びも迷いません。

<解凍調理９メニュー>　・お好み焼き・チャーハン・から揚げ・ピザ・コロッケ
・焼きおにぎり・たい焼き・焼き餃子・たこ焼き

焼き網なしでグリルで幅広い調理が可能に焼き網なしでグリルで幅広い調理が可能に焼き網なしでグリルで幅広い調理が可能に焼き網なしでグリルで幅広い調理が可能に
浅型のプレートパン、深型のキャセロールを使用すればグリルで幅広い調理が可能になります。

こだわりのお手入れ性能で毎日キレイこだわりのお手入れ性能で毎日キレイこだわりのお手入れ性能で毎日キレイこだわりのお手入れ性能で毎日キレイ

天板は人気のトリュフブラウンガラストップ、
前面パネルはシックなヴィンテージワインフェイスを採用！

プレートパン　ヘルシーに魚料理・
肉料理・温め直し

フライパン調理：焼き餃子・ハンバーグ・煮魚

スクロールして
レシピを選びます

② タップ&プッシュすると
オート調理が
スタートします

③
火加減お任せで
料理が完成！

鍋調理：里芋の煮物・茶碗蒸し

キャセロール　グリルで
本格調理　煮物・蒸し物・パン

<グリルオート6メニュー>　メニューと火加減を選んで自動調理
・魚(切り身)・魚(姿焼き)・トースト・鶏もも焼き・ホイル焼き・ごはん

天板に親水性コーティング採用　水を垂らしておくと、こびりついた汚
れもスッキリ落としやすくなります。
排気口落下物ガード　グリル排気口まわりに落下物ガードを採用。簡単
に取り外せるので、汚れがたまったら取り外してお手入れできます。
フラットなグリル庫内　両サイドのバーナーが無くなり、グリル庫内側
面がフラットでふき取りやすくなりました。

焦げつきや煙、ニオイを抑える快適機能焦げつきや煙、ニオイを抑える快適機能焦げつきや煙、ニオイを抑える快適機能焦げつきや煙、ニオイを抑える快適機能

天板は華やかなホワイトドットゴールド
ガラストップ、前面パネルはすっきりした
ステンレスを採用！

付属のココットが従来品より軽量化し
持ち運びとお手入れがラクになりました♪

ヒートオフ構造　トッププレートの裏側に装着したアルミ
パネルによって熱を分散させ、表面の温度上昇を抑えま
す。煮こぼれなどによる焦げつきを防止します。
スモークオフ機能　グリル庫内の後方に専用バーナーを
搭載。焼き魚などの調理時に発生した煙やニオイを焼き切
ります。

ピアットライト

41%
OFF！

ノーリツ N3S05PWAS4BREC
定価￥288,500(税抜)　W750mm

特価￥170,000(税抜)
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