JuKen 住まいるニュース

環境・省エネ・防災・健康の情報紙

株式会社 エコミナミ
有限会社稲城防災設備
一社)住環境創造研究所

発

稲城市ふるさと納税で、
防災用品としては初の
なしのすけ感震ブレーカー

停電ライトが自動で点灯

販売価格 (税込)
感震ブレーカー
停電ライト
計

漏電遮断器作動
消防設備安全センター
「消防推奨品」

一般社団法人 住環境創造研究所

206-0802 東京都稲城市東長沼 568-11 HP ビル 2F
電 話 042(379)9444
FAX 042 (379)9445

大地震では電気火災が一番の脅威
感震ブレーカー 「一発遮断」
震度５強の地震が発生

行

令和 3 年 9 月号

9,900 円
2,640 円
12,540 円

9,900 円
※お取り付けは、洗濯機などのアース付き 特別価格
コンセントに設置します。
※お取り付けご依頼の場合は 2,500 円別途費用です。

古い消火器と火災報知器にご用心
〇消火液の取り替えは 5 年です。
10 年以上の経過した消火器は取り替
えか耐圧テストが必要です。収納庫
などに置き忘れたものがありました
ら処分が必要です。誤って使用する
と破裂する恐れがあります。処分は、弊所に
お問い合わせください。
〇乾電池式火災報知器の取換えは
１０年です。テストボタンか紐引
きで作動確認ができます。作動し
ない状態で放置していると、実際の火災発
生時に警報が鳴りませんので大変危険です。
乾電池個別タイプやＡＣ１００Ｖの家中連
動型火災報知器を特別価格にて販売中です。

果物や海産物で人気の
ふるさと納税ですが、
防災でも有効に活用し
「安心の住まいづくり、
街づくり」を目指して
採択されました。

地震での家具や電気製品の
転倒防止で命を守る
大地震やメガ台風による窓ガラス飛散から
怪我や命を守る。「まどプラス」
窓ガラスにポリカパネルを取り付け。
〇ガラス飛散防止 〇窓破り防犯対策
〇優れた断熱性能 〇結露軽減効果

コンサルタント 施工・サービス
・現地調査
・家具固定施工
・助言
・電気製品固定
費用＝現調後お見積り
・提案

〇脱着可能
〇 特許工法
〇賃貸、集合設置 〇低コスト、短工期
ガラス飛散防止、遮熱対策フィルムの貼り工事も承ります。
施工費は、現地調査によりお見積りとなります。

お問い合わせ＝各種消防・電気設備、設計・施工・管理(有)稲 城 防 災 設 備
206-0802 東京都稲城市東長沼 2113-5

電磁波過敏症・アトピー・アレルギー症

体内静電気除去
生体電流の改善
なぜ？効くのかは、
体内静電気除去又は生体電流
をネット検索しご確認下さい。
使用方法＝アース付コンセント
に接続するだけ。パソコン又は
デスクワークしながら素足を乗
せてご使用いただけます。
ミラパワー希望価格 21,780 円
・・・驚きと未来に・・・特別価格 16,500(税込)

しばらく２階に行けてないお宅様に
便利で安心ですよ～
ドイツ生まれの階段リフトが日本に上陸。
① シンプルな一本レールで壁に一切触れず階段の
踏み板面に固定します。
② 直線、曲り、らせん階段でも設置が可能です。
③ 玄関から２階への直接移動もできます。
④ 急勾配の階段でも超強力モーターですいすい。
⑤ 人だけではなく重量物の運搬でも活躍します。
⑥ 取り付け工事は基本１日で完成です。
⑦ 操作はレバーを倒すだけの簡単操作。
デモ機をご覧いただけます。現調後無料お見積致します。
【概算予算】100～150 万円・自治体の介護保険等助成金制度をご利用いただけます。

雨水利用でエコライフ
ガーデン自動散水システム
毎日の水やり＝病気とか旅行ではキツイです。
屋根に降る雨をタンクに貯め、毎日設定時間に自動散水を
します。雨水が少なくなると水道に自動切替で散水します。
予算＝タンクから自動散水システムまで 30～55 万円です。

電話 042(377)6667 FAX042(377)6698

電解水素水整水器特別セミナー
新型リファイン登場
・水素水で胃腸の改善効果
・自己免疫力強化で病に克！
・きれい、美味しい飲料水
セミナー開催日 令和 3 年 9 月 25 日（土曜）
時 間 午前 11 時～12 時(昼食付)
場 所

主

弊所研修室 定員 12 名

催＝株式会社日本トリム 東京支社

あなたのアイデア活かしませんか
新製品のアイデアをお持ちの方、
特許・発明に興味のある方
ヒット商品を開発したい方
・クラブメンバーが応援します。
・特許弁理士が無料でアドバイス
ＫＯＭＴＨ発明クラブ参加者募集
クラブ月例会＝毎月最終土曜日午後２時から
場 所＝弊所 研修室
参加費＝無料 募集人数３名（年齢、性別不問）

水道

☎042(379)9444 FAX042(379)9445 info@juken.or.jp
一般社団法人住環境創造研究所 東京都稲城市東長沼 568-11

お問い合わせ・お申込みは
雨水タンク

送水ポンプ

散水栓

制御装置

ガーデニング

Ｊｕｋｅｎ

地元は、近くて・早くて・格安・安心、 住まいるキャンペーン ㈱エコミナミ

銀の効果でヌメリを軽減・高撥水で汚れもカビもつきにくい！
お掃除簡単 浴室まるまる暖か！ 長府の保温システムバス
浴室の掃除は、撥水と銀効果で超かんたん

寒い冬でも 2 分で床は３０℃、浴室は２５℃

浴槽もスイッチポンで自動洗浄

≪ヒートショック予防≫
シャワ暖プラスで、快適・安心

BJK-1616（１坪）C プラン
メーカー希望価格 1,068,320 円（税込）

BJW-1217（０．７５坪）Ｊプラン
メーカー希望価格 1,169,300 円（税込）

節水、自動排水、保温、お除浴槽タイプ

地元特別価格 427,328 円（税込）

地元特別価格 467,720 円（税込）
※ 工事費については、地元最安値で無料にてお見積りいたします。
※ 工事期間は、3～5 日間を予定します。
※ Ｃプランには、サーモシャワー水栓・鏡・照明・タオル掛け・浴槽ふた
カウンター・天井換気扇・握りバー・化粧棚・窓・中折れドアが付きます。

最新マイクロバブルユニット

※ 工事費については、地元最安値で無料にてお見積りいたします。
※ 工事期間は、3～5 日間を予定します。
※ Ｊプランには、シャワ暖セット・水栓・鏡・照明・タオル掛け・浴槽ふた
カウンター・天井換気扇・握りバー・化粧棚・窓・中折れドアが付きます。

きれいと安心の

次世代ふろ給湯機

給湯器一体型

安心の３年保障

メーカー希望価格 544,500 円(税込)

地元特別価格 217,800 円（税込）
リモコン 1MBC-240VC 価格 48,180 円

温浴効果・洗浄効果・リラックス効果

地元特別価格 24,090 円（税込）
※工事費は地元最安値でお見積り

毎日の入浴が素晴らしい体験に変わる
※後付タイプユニットもあります。
マイクロバブルのバスタイム

ガスのパワーでスピード乾燥！

24 号タイプ リモコンセット
GT-C2462AWX・壁かけ・(税込)

メーカー希望価格 520,080 円

地元特別価格 234,036 円
※取り付け工事は、地元最安値
にて別途無お見積りします。

TOTO ウォシュレット

快適な仕上がりで大満足
リンナイ ガス衣類乾燥機 乾燥容量 5Kg
RDT-54-SU スタンダードタイプ

5Kg

本体価格 140,800 円（税込）

地元特別価格 88,704 円(税込)
む

収納式三面鏡、ヒーター付

自動サーモ・ワンストップ

シックハウス対策適合品

取替え工事別途見積もり

特別価格 28,500 円(税込)
台所シングルレバー混合栓
ハンドシャワー切り替え
取替え工事別途見積もり

特別価格 12,500 円

本体 175,010 円(税込)

本体 124,300 円(税込)

標準取付工事込み

標準取付工事込み

壁リモコン付き

壁リモコン付き

地元特別価格 78,500 円（税込）
※その他便器一体タイプもあります。

トイレ便器には様々タイプがありますので、確認して最良でお得な製品をご案内します。

減災への取り組みから誕生したエコキュート
大気の熱でお湯を沸かすふろ全自動給湯
パナソニックビューティワレ
eco とくフルオートタイプ

MK-751NL/SK-754SS

型式 EHP-3703BZPS/370L

本体価格 233,200 円(税込)

本体 1,103,300 円（税込）

特別価格 116,600 円

特別価格 441,320 円

取替え工事取付別途見積もり

※工事は地元最安値でお見積り

この他システムキッチンや収納庫の取扱い
があります。工事費込で特別奉仕価格中

床下からの工事だけで温水床暖房が完成
戸建て住宅の床は冷えびえ
工事完了のその日から
ポカポカ温水床暖房
エコミナミだけの
オリジナル床下工法
8～12 畳のリビングなら
2 日間の工事で完成
床下工法パネル・高耐久性の温水
パイプ・床下断熱材・工事費別途
通常価格 1 畳/55,000 円

特別価格１畳/39,000 円（税込）
温水熱源機はガス、石油、ヒートポンプか
らお選びいただけます。(別途工事)

お問合せ・お求めは、

パッソ EA21

※その他便器一体タイプがあります。

長府のシャワー付き洗面台

三栄水栓・SK18121CT2-13

TSF5524AE#NW1

地元特別価格 125,500 円（税込）

※工事費は地元最安値で別途無料お見積りします。

節水シャワー混合栓

リクシルシャワートイレ

※その他タイプが揃っています。

カーボンゼロで地球温暖化防止に貢献
給湯ゼロコストエネルギー
長府の高効率ソーラーシステム
集熱パネル CP-202 2 枚(合計 4 ㎡)受け架台
貯湯ユニット SWT-203(200L タンク・ＳＵＳ)
関連部材、本体セット価格 521,180 円（税込）

地元特別価格 260,590 円(税込)
※工事費は地元最安値で別途お見積りいたします。
※現在ご使用中の給湯機に直結してソーラー給湯
又は、三方弁で切替える配管方式選択できます。
集熱パネルは軽量で屋根に負担が無く、美観的
に優れているので安心してご使用頂けます。

株式会社 エ コ ミ ナ ミ

工事期間は、ベース工事を含めて１日半を予定します。耐用年数は１５～２０年です。

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 349-1

FAX：042-378-3040

E-mail:info@ecominami.jp

