
  
Ｄｒ．まこりん    生 活  健 康  環 境  省エネ   

お得納得情報 東京近郊＝販売施工サービスが東京近郊内に限定 

 

 北の窓から・・・ ガラス窓の結露防止と断熱強化に      

               ま ど プ ラ ス              東京近郊 

 

 

 結露と窓の断熱では、西北から北東側の北側窓対策が最も大切です。 

○ 北側の窓及びアルミサッシが結露対策。○ 結露水で窓回り木部、壁でカビと腐れ解消。 

○ 北側の洗面室脱衣室や台所、トイレなどの窓ガラスを断熱することで寒さ解消、省エネ対策。 

○ 北側窓には、内窓設置が困難な場合が多くまた、ペアガラス取り替えに比べて低コストです。 

○ まどプラスは、地震時のガラス飛散から室内の安全を守ります。また、防犯にも有効です。 

                               

                             【材質と仕様】   

耐久性抜群＝両面耐候性 割れない＝ガラスの 200倍強度 

 ポリカ(2mm)パネル・空気層 3mm・化粧テープ仕上げ 

 

□ □ □ □ 北側の窓に多い種類 □ □ □ □  

 

引違い窓        滑り出し窓            片開き窓      

             

             

 

 

ジャロジー      オーニング       上げ下げ窓      勝手口ドア 

取り外し枠を         ガラス面に      

製作して設置             

 

ジャロジー以外はガラス面に取付けます 

 

ＦＩＸ窓           窓ガラスサイズ      お得・納得価格 (税別) 

(はめ殺し)              500×  500           6,500 

                                      500×1,000                  8,600 

                   1,000×1,000                 12,500 

 施工費については、数量によりお見積りとなります。  

交通費は、弊所から 10Km以上について実費となります。 

 



 

費用対効果ナンバーワンでシンプル な構造のベストセラー 

長府太陽熱温水器 エコワイター 

燃費ゼロで晴天なら冬でも４０℃以上の沸き上がり、耐久性は２０年以上 

           製品本体 ワイド集熱タイプ ＳＷ１－231L 

  貯湯量 230Ｌ・ 集熱面積 3.5㎡ 

価格 220,000 円 30%OFF     154,000 円 

 水道・給湯配管部材、弁類、他関連部材 45,000 円 

標準設置工事費                      80,000円                         

 特別価格        279,000 円 

                                        （旧太陽熱温水器撤去・専用架台・接続ユニット・消費税別途）                         
  

   別売部品     ソーラー切替 SRリモコン(ハジメ)     サーモ自動三方弁(日本サーモスタット㈱) 

 

 定価 25,000円 特価 20,000円 定価 18,000円   特価 15,000円 

 

高効率長府ソーラーシステムは、 
全自動風呂機能付給湯機にベストマッチ 

 

               長府ソーラーシステム SW9-200     
                  ワイド集熱パネル 4.12㎡    200L貯湯式 

                            本体価格  368,000 円 

 循環配管材・不凍液・配管、保温材    104,260円 

                                   化粧パネル・その他関連部材含む 

 ベース工事                             30,000円 

 標準工事費用 (既存給湯機接続含む)     120,000円 

 合     計        622,260円 
    特別価格        455,000 円                  

タンク脚部カバー、リモコン、コード含む     （旧太陽熱温水器撤去・電源工事・諸経費・消費税別途）  

 

太陽熱利用＋全自動ガス給湯機 24号一体型システム 
湯切れの心配がない・シャワー高圧力タイプ 

                 長府ソーラーシステム HSG-200    

価格 780,000 円 30%OFF         546,000 円     

             ワイド集熱パネル 4.12㎡ 200L貯湯式 

 循環配管材・不凍液・配管、保温材等   95,000円 

 化粧パネル・その他関連部材含む 

 ベース工事                            30,000円 

 標準工事費用 (既存給湯機接続含む)     120,000円 

 特別価格        791,000 円 

                      (旧太陽熱温水器撤去・架台・ガス・電気工事・消費税別途）                        
タンク脚部カバー、リモコン、コード含む    



 

リンナイ ダブルハイブリッド給湯機エコワン 

 

ガスとヒーポンのコラボタイプ 床暖房もできる多機能型給湯・全自動風呂 

 本体価格 870,000 円  

               30%OFF▲261,000 円     609,000 円  

標準部材          55,000 円  

(専用リモコン・管材・保温材・不凍液含む) 

                   ベース工事         35,000 円 

 標準工事          75,000 円 

    特 価          774,000 円 

温水床暖房 40 畳まで可能                             (消費税は別途) 

 

 

スピーディに浴室リフォームなら長府システムバス 
 GBK C プラン 1216(0.75 坪) 本体価格 638,000 円 

                             35%OFF▲233,300 円        404,700 円    
          

                   ・天井・壁パネル・FRP浴槽・床パネル・排水口・サーモ水栓、 
                                 ・ドア・カウンター・鏡・棚・照明・換気扇・握りバー・シャワー 

・タオル掛け・風呂イスが標準装備品。特別シャワ暖サービス 
                           ※引 違窓(網戸付)・窓枠・ブラインドは別売        

          

給水・給湯・排水配管部材、関連部材、他消耗材     85,000 円 

既存浴室解体・廃材処分整理・排水管工事   355,000 円 
              システムバス搬入組み立て・水、湯配管工事  
              追い炊き配管・他部材工事                    

                                    お得価格                844,700 円 
Cタイプの他に Eタイプがあります                                       (消費税は別途) 
寒い冬でも浴室丸ごと保温で暖かい     
                              
 
人造大理石浴槽と換気暖房乾燥機装備の嬉しいシステムバス 
BHK タイプＴプラン  1616(1 坪)本体価格  1,318,000 円 

 35%OFF▲461,300 円        856,700 円 

 ・天井(断熱ドーム型)・壁メタル S/Wパネル・FRP浴槽・床パネル 
・排水口・サーモ水栓、シャワー・ドア・カウンター・鏡棚・照明 

                ・換気暖房乾燥換気扇・握りバー・タオル掛け・蓋・風呂イス装備        
        

                  ※引違窓(網戸付)・窓枠・ブラインドは別売品    
               

 給水・給湯・排水配管部材、関連部材、他消耗材     95,000 円 

既存浴室解体・廃材処分整理・排水管工事 
              システムバス搬入組み立て・水、湯配管工事 385,000 円 
                              お得価格          1,336,700 円 
寒い冬でも浴室丸ごと保温で暖かい                                               (消費税は別途) 

                                    



  

同じ設置スペースでも奥行×間口が各 5 ㎝広い浴室 
人造大理石浴槽と換気暖房乾燥機装備のシステムバス 

BHW タイプ S プラン  1717(1 坪)本体価格  1,048,500 円 

                           35%OFF▲367,000 円        681,500 円 

 
                               ・天井(断熱ドーム型)・壁メタル S/Wパネル・FRP浴槽・床パネル 

・排水口・サーモ水栓、シャワー・ドア・カウンター・鏡棚・照明 
                ・換気暖房乾燥換気扇・握りバー・タオル掛け・蓋・風呂イス装備        

        
        引違窓(網戸付)・窓枠・ブラインドは別売品    

       

 給水・給湯・排水配管部材、関連部材、他消耗材    95,000 円 

既存浴室解体・廃材処分整理・排水管工事 
              システムバス搬入組み立て・水、湯配管工事 385,000 円 

        お得価格     1,161,500 円 

寒い冬でも浴室丸ごと保温で暖かい                                     (消費税は別途) 

 

 
長府システムバス用換気扇暖房乾燥機 

 

  

  

 

 

電気ヒーター式埋め込み  ガス・石油温水式天井埋め込み  ガス・石油温水式壁掛け 
価格 103,000円         価格 88,000円          価格 93,000円 
30%OFF   72,100円   30%OFF          61,600円       30%OFF        65,100 円 
必要部材  18,000円      必要部材    25,000円    必要部材   25,000円 

設置工事  20,000円   設置工事    35,000円    設置工事   35,000円 
 特  価  110,100円    特    価         121,600円     特    価   125,100円 

電源工事は現場によって別途             温水熱源機は別途必要               温水熱源機は別途必要           

 

我が家のクリーンバスシステム 蛇の目バス・エース CL 
 

24 時間いつでも入浴・ジェットバスで健康維持  

快適浴槽の掃除から解放・電気料金は 1 日 230 円 
製品 クリーンバスユニット 
型式 ＢＬ７２－ＣＬ 450,000円 
      25%OFF ▲112,500円         337,500円 
配管部材・ベース材・他関連部材       36,000円     外置きタイプで浴室内はすっきり 
搬入、設置工事費用                        65,000円 

    特   価                          438,500円    スーパートリプルクリーンシステム 

(旧機器撤去・電気工事、諸経費、消費税は別途)    1,電解水 ２，熱洗浄 ３，紫外線 

  

   別売品＝専用お手入れセット１年分 ２０，０００円  年間定期保守点検ご契約＝４０，０００円 

 



 

ガス給湯機(都市ガス・LPG ) 特別キャンペーンプライス 
  

壁掛けタイプ フルオートの普及型を特別価格 
給湯＋強制追い炊き＋自動お湯はり 

 
24号価格 334,600円         20号価格 309,600円  

50%OFF          167,300円          50%OFF 154,800円 

(GFK-2417WKX カンタンリモコン付)   (GFK-2017WKXカンタンリモコン付)) 

 配管部材・ガス部材    25,000円  配管部材・ガス部材    25,000円 

 標準工事         35,000円 標準工事         35,000円 

 特別価格     227,300円       特別価格     214,800円 
 (旧熱源機撤去処分・ガス新規取り出し・電源工事・諸経費・消費税別途) 

 

据え置きタイプ フルオート 
給湯＋強制追い炊き＋自動お湯はり 

 24号価格 344,600円   
     50%OFF          172,300円  
(GFK-2417WX カンタンリモコン付)     

 配管部材・ガス部材    25,000円   

 標準工事         35,000円 メーンリモコン    浴 室 

特別価格     232,300円        カンタンリモコン 
                               (旧熱源機撤去処分・ガス新規取り出し・電源工事・諸経費・消費税別途) 

       

 高効率給湯機の決定版               特別プライスにてご提供 
 

 壁掛けフルオートタイプ       壁掛けオートタイプ 
給湯＋強制追い炊き＋自動お湯はり 

24号価格 408,000円                    20号価格 345,000円 
     40%OFF         244,800円       40%OFF         207,000円 

(GFK-S2431WKX インターホンリモコン付)  (GFK-S2031WKA インターホンリモコン付) 

 配管部材・ガス部材    25,000円  配管部材・ガス部材     25,000円 

 標準工事         35,000円 標準工事          35,000円 

 特別価格     304,800円       特別価格         267,000円 
  

 

 据え置きフルオートタイプ 
給湯＋強制追い炊き＋自動お湯はり 

 24号価格 418,000円  
   40%OFF         209,000円 

(GFK-2431WX カンタンリモコン付)     

 配管部材・ガス部材    25,000円   

 標準工事         35,000円 メーンリモコン    浴 室 

 特別価格     310,800円         インターホンリモコン 

     

     別売部品・別途工事について 

  ① ガス及び屋外防水コンセント電源の新規取り出し配管については現調確認後別途お見積りです。 

  ② 新規追い炊き配管が必要な場合は別途お見積りいたします。 

  ③ 壁掛けタイプの配管カバーは別売部品です。 

  ④ ソーラーシステムとの接続も可能です。 ⑤ 停電時に自立運転をして給湯が出来るタイプもあります。 



 

リフォームで床構造が変わらない  新築・リフォーム 

遠赤外線温水式床暖房「ゆかだんパオ」根だ間・平床タイプ  

 

 標準価格 1 畳 42,000 円 

 敷設率 70%前後・床暖房根だ間・平床遠赤パネル 

 架橋ポリエチレンパイプ 10A・敷設外断熱材等  

                                                       関連必要部材・消耗材・標準工事費を含む 

 

 特別価格 31,500 円/畳  
 熱源機は別途選択してください。消費税別途 

 最低畳数 6畳以上・床仕上げ材は含みません。 

 

 新築・リフォームに高性能で温水式床暖房のベストセラー  

遠赤外線「ゆかだんパオ スリム」ハード/ライト 上貼りタイプ 

 

 標準価格 1 畳 40,000 円 
 敷設率 70%前後・遠赤スリムハード/ライト 

 架橋ポリエチレンパイプ 7A・ダミーパネル  

                                                        関連必要部材・消耗材・標準工事費を含む 

 

 特別価格 30,000 円/畳  
 熱源機は別途選択してください。消費税別途 

 最低畳数 4.5畳以上・床仕上げ材は含みません。 

※床仕上げ材は床暖房指定の物をご使用ください。石材、タイル、コルク、CF、カーペット仕上げは下地が必要です。 

 

既存床の撤去と家具の移動が不要な画期的工法 
本格温水床暖房遠赤外線パオダンディ 

 
 標準価格 1 畳 50,000 円 

 敷設率 70%前後・遠赤外線床下専用パネル 

 架橋ポリエチレンパイプ 10A・敷設外断熱  

                                                        関連必要部材・消耗材・標準工事費を含む 

 

 特別価格 37,500 円/畳  
 熱源機は別途選択してください。消費税別途 

 最低畳数 4.5畳以上・床仕上げ材は含みません。 

 床構造で在来根太組、ツーバイフォー床に対応 

 既存床下断熱材の撤去処分は別途費用です。 

熱源機の選定基準     ガ  ス       石  油     ヒートポンプ 

～20畳まで   長府 GDB-500K/リンナイ RH-61W   長府 DBF-760Y      長府 RAY-4037/AEYH-4037                               

20～30畳まで     長府 GDB-1700K/リンナイ RH-S101W  長府 DB-910        長府 RAY-4037/AEYH-4037 

30～60畳         長府 GDB-1700K/リンナイ RH-K200W  長府 DB-1510RG     長府 AEYC-7135SVFM-2 



 

家庭や職場で出来る温水式岩盤温浴システム「ガンバンエース」   
 

 ・温水式で安全、電磁波、過昇加熱の心配なし 

 ・遠赤効果で HSP(ヒートショックプロテイン)効果 

                              ・特殊温水パネル採用で素早い立ち上がりと省エネ 

本体価格  600,0000 円 

 小型電気温水器・黒曜石岩盤石 10枚 

                         オリジナルエアマット 1枚・ 

                                  特別価格 420,000 円 

 小型電気温水器 Y-103 

 電源 AC100V  消費電力 1,200W 

【別売部品】 最高温度 65℃・各種安全装置付 

室内設置用パイプベッド  18,000円 

室内設置高級木製ベッド  35,000円～ 設置は和室畳に直接設置することもできます。 

保温ブランケット・まくら等の用品もあります。   送料又は搬入、組み立て費用及び消費税は別途です。 

 

癒しの岩盤温浴室の設計、施工をお請けします。 
 

新築・改築で空いている部屋を有効利用 
                 3畳から 6畳の広さに併せて間仕切り・断熱・壁暖房 

 工事を行い、岩盤温浴ベッドを設置してプライベートな 

               岩盤温浴室が出来ます。  自由設計 

 

         

                                          設計から施工までベストプランでご提案 

                                                                                    

                                                                                                                          

                                     

                                           

                                                                                                                                                                           

 

 

      岩盤温浴ベッド&温水床暖房用小型電気温水器 
  

型   式   Y-103(壁掛け式)   Y-101 (床置き式)  
電  源 AC100V  50/60 H/Z     AC100V  50/60 H/Z 

暖房能力    1,200W                 600W 

            温水温度 35～65℃ 1℃刻み  35～70℃ 1℃刻み 

         標準価格  120,000円      105,000円 

         特別価格   90,000円       78,750円  

岩盤温熱ベッド 

サイズ：1,950×900×60㎜ 
重 量： 40kg（岩盤石除く） 

 

岩盤石 

サイズ：350×350×18㎜ 
重 量：4.7kg/枚 10枚使用 
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