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東燃ゼネラルは、JXホールディングスと　　
経営統合しJXTGエネルギーとなりました。　　
東燃ゼネラルは、JXホールディングスと　　
経営統合しJXTGエネルギーとなりました。　　

再配達の手間を解消　買うなら断然今がおすすめ！

宅配物をなかなか受け取れない
再配達手続きが面倒
むやみに玄関を開けたくない

●受け取りできる荷物の最大サイズ・重さ　
〈スリムタイプ〉
・幅130×奥行 360×高さ 500ｍｍ、10ｋｇまで
〈ミドルタイプ〉
・幅340×奥行 360×高さ 500ｍｍ、20ｋｇまで
●据え置き施工用ベースにてコンクリート施工された土間に
後付施工が可能です。

●シリンダー錠

●受領印は別途シャチハタ製「ネーム9」をご用意ください。
(前扉裏側に収納。)
カラーは4色からお選びいただけます
・鋳鉄ブラック・ステンシルバー・漆喰ホワイト
・エイジングブラウン
それぞれ右開きタイプ、左開きタイプがございます。

●受け取りできる荷物の最大サイズ・重さ　
・幅350×奥行 260×高さ 190ｍｍ、5ｋｇまで

●コンクリート施工された土間にアンカー固定可能。(アンカー1セット付属 )
アンカー固定が出来ない場所に設置の際は、ワイヤー用金具にワイヤーをつな
げて使用可能です。(ワイヤーは別途市販品をご用意ください )

●シリンダー錠

●受領印は別途市販品の印鑑をご用意ください。
(荷物受け入れスペース内に収納。)

据え置きタイプ①　荷物の容量に合わせて設置できます

不在時も荷物を代わりに受け取ってくれる
再配達の手間がかからない
1人暮らしでも安心して荷物が受け取れる

ミドルタイプ

スリムタイプ

郵便取り出し口蓋

Panasonic　COMBO　スリムタイプ
本体＋据え置き施工用ベース2点セット
定価￥81,800(税抜)▼

¥55,000（税抜） ※設置工事費別途
ダイケン　KBX-11　ニコウケトール
本体　定価￥45,000(税抜)▼

¥37,000（税抜）
※設置工事費別途

Panasonic　COMBO　ミドルタイプ
本体＋据え置き施工用ベース2点セット
定価￥100,800(税抜)▼

¥68,000（税抜） ※設置工事費別途

1分簡単シミュレーション♪お申込み手続き10分！！

電気代が一番多くかかる季節到来！夏前にヤマニ電力に変えてお得を実感しませんか？

基本料金も電力量料金も
●30A以上なら
東京電力よりおトクに！

荷物の容量や設置タイプに合わせてお選びいただけます　※大変好評につき、入荷までお時間をいただく場合がございます。

据え置きタイプ②　荷物を2つ受け取れます

カラーは2色からお選びいただけます
・アイボリー・グレイッシュブラウン
それぞれ右開きタイプ、左開きタイプがございます。
ポスト無しタイプもございます。

二層目の側面・底面には荷物を優しく受け止める緩衝材
がついており、上段スペースから格納スペースへの荷物
移動時の衝撃を吸収します。

●受け取りできる荷物の最大サイズ・重さ　
・幅220×奥行 350×高さ 480ｍｍ、15ｋｇまで

●ベースプレートにてコンクリート施工された土間に
ポール建てで後付施工が可能です。

●タッチパネル式電子錠〈電池式〉

●夜間の取り出し時に便利な LED照明付〈電池式〉

●受領印は別途市販品の印鑑をご用意ください。
(前扉裏側に収納。)

カラーは2色からお選びいただけます
・シャイングレー・ロイヤルブラック
それぞれ右開きタイプ、左開きタイプがございます。

●受け取りできる荷物の最大サイズ・重さ　
・幅330×奥行 380×高さ 530ｍｍ、20ｋｇまで

●設置場所を掘削し、砕石を敷き詰めた上に
モルタルで固定します。

●宅配ボックス、郵便ポストともにシリンダー
錠によって解錠を行う仕様です。

●宅配ボックスの内扉に安全レバーを搭載。
万が一お子様が宅配ボックス内に閉じ込め
られた場合、安全レバーを下げると解錠され、
扉が開きます。

●郵便取り出し口にセーフティクローズ機能
搭載。開閉部のダンパーによって、手を挟ま
ないようゆっくりと閉まります。

●受領印は商品にシリアルナンバー記載の専用
受領印が付属します。(宅配投函口蓋の裏に収納。)

ポール設置タイプ　ホームネットワークシステム（※）と
つなげば荷物の受け取り・取り出し状況がスマホで確認
できます　※別売のホームユニットが必要となります 【スマートフォン

へお知らせ】
・投函通知
・取り出し通知
※ホームユニット
が別途必要です

【スマートフォン
へお知らせ】
・投函通知
・取り出し通知
※ホームユニット
が別途必要です

LIXIL　リンクスボックス
本体＋ポール＋ベースプレート3点セット
定価￥135,500(税抜)▼

¥98,000（税抜） ※設置工事費別途
ユニソン　ケイト　ポスト有りタイプ
本体　定価￥128,000(税抜)▼

¥108,000（税抜） ※設置工事費別途
本体＋ポール＋ベースプレート＋ホームユニット4点セット
定価￥160,500(税抜)▼

¥120,000（税抜） ※設置工事費別途

ポスト兼用タイプ　郵便物と宅配物が1台で受け取れます
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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

使い勝手のいい快適な我が家にリフォームしませんか？

LIXILリフォームショップ
LIFA所沢東

キッチン施工後

浴室・洗面・トイレ施工前写真

採用商品
【キッチン】
ＬＩＸＩＬ：アレスタ
【浴室】
ＴＯＴＯ：サザナ　
【洗面】
ＬＩＸＩＬ：ピアラ
【トイレ】
ＬＩＸＩＬ：リフォレ　

浴室・洗面・トイレ施工後写真

営業担当
金田

キッチン施工前
Ａ様邸
(埼玉県）
水まわり
改修工事

お客様の声

担当より一言

Ｑ1.当社にリフォームを依頼したきっかけはなんでしたか？
ＬＩＸＩＬのショールームに行った際に、コンシェルジュの方からヤマニエコライフさんを紹介
されたのがきっかけです。

Ｑ2.当社の工事はいかがでしたか？
色々な難しい注文にも対応いただき、プロとしてのアドバイスも的確で、とても満足できる
リフォームとなりました。

Ｑ3.リフォームして良かった点はどこですか？
水まわり、床暖房、二重サッシなどをリフォームしましたが、最新の機能にはビックリしま
した。特に、床暖房の暖かさや、お風呂の保温時間は私たちの想像を超えていました。
キッチンも使いやすく、収納も十分で、デザインもとても気に入っています。

Ｑ4.お友達に勧めたいと思いますか？
勧めたいと思います。
担当の金田さんは、私たちの細かい要望や相談に親身になって応対くださり、何度も足を
運んでリフォームをすすめてくれました。
誰に紹介しても、満足してもらえると思います。

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！
④プラズマクラスターイオン ※プラズマクラスターはシャープ(株)の登録商標です
　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。
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！

お客様のリフォームのきっかけは、「寒さの改善」と「使い勝手の向上」
でした。そのため水まわり設備の交換だけでなく、断熱性や寒さ対策
を重視して提案させていただきました。
寒さ対策として、LDKにはガス温水式の床暖房を導入させていただき
ました。また、窓の位置を変更することでキッチンの採光を確保し、その
他の箇所は断熱ガラスに交換しました。
キッチンの位置や形を変更したことで動線に無駄が無くなり、収納も
十分確保できました。
お客様は暖かくて立ち上がりの早い床暖房を特に気に入ってくださり、
リフォーム後の仕上がりも大変満足していただきました。

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。

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

フルオート

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。

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！

※浴室暖房乾燥機が標準取付の場合。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。

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？

湯量も湯温も快適なまま省エネ運転
①リンナイ24号オート給湯器 エコジョーズ RVD-E2405AW2-1(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

特価¥305,000!（税抜）

4点セットで

特価¥183,000!（税抜）

浴室暖房乾燥機＆
熱源付エコジョーズ

※浴室暖房乾燥機が標準取付の場合。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。

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

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

浴室暖房乾燥機＆
浴室暖房乾燥機

●“みまもり”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。
入浴事故による死亡事故死者数は年間推計約19,000人。入浴
中の事故は冬場に多く、12月から2月にかけて全体の約5割が発
生しています。意外に多い入浴事故の予防をしましょう。
●“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。

浴室で
衣類乾燥！

夏も冬も
快適バスタイム♪

台所リモコン

浴室リモコン


