
自動でドアがフルオープン

力いらずでラクラクオープン。

わが家だけのストーリー！

扉色柄

ノック

   ２回で！

volvol23通信 おすすめ商品

でお客様のココロを掴む！最新キッチン

075-312-3221
企画部

お問い合わせ
Ｔ
Ｅ
Ｌ

ちょっと贅沢で機能的なキッチンを御紹介します。

本体 ・ 機器保証５年

●向かい合って、 料理が作れるＩＨ

●３方向から使えるシンク

“音色” をイメージした。
16 シリーズ計

100 種類の扉色柄。

みんなで集う。 料理の 「時間」

いろりダイニング

ワンダ
キャビネット

ＦＵＬＬ

しまいやすく、
　　　　　　　　　　取り出しやすい。

先進の設備と、
洗練された空間。
想像以上の使い心地

Irori Dining

奥行きたっぷり

コン！
　コン！

Ｌクラスだから

100color

見た目だけの豪華さではなく、
　　　　　うわべの便利さでもなく。

心が満たされる時間。
オンリーワンの価値を持つ豊かさ。

設備機器
延長保証

10 年
へ！

Ｌ-CLASS クラブ Ｌクラス商品を購入されたお客様へ

Ｌclass クラブ
に入会すると

●会員様からの各種ご相談は
Ｌクラスクラブのコシュルジュが
承ります。

※2016 年 6 月 1 日発売開始のＬクラスキッチン

●もっと使いこなしていただくた
めに、 役立つ情報をお届けします。

※ご入会お申込み期限は引渡し日より 10 ヶ月以内とさせていただきます。

※お申込みは取扱説明書に同封に入会案内チラシに記載の専用電話、
または専用サイトからお申込み下さい！

設備機器も心配だなと思うお客様へ

設備機器も
※保証年数は 10 年＋10 年の
20 年に加算されるものではあり
ません。 設備機器保証 5 年が
10 年の保証になります。

※本体 ：
カウンター / シンク
/ 扉含むキャビネット

※機器 ：
電気機器 / ガス機器
/ 水栓金具

※設備機器保証は 5 年です。

美しい天然石
油汚れを毎回

自動でおそうじ！

油汚れを毎回
自動でおそうじ！傷にも強く

お手入れ
　　しやすい！

おそうじを

ラクにする

厳選アイテム

●グラリオカウンタ－ ●ラクする－シンク

本体保証 本体保証

10年5年

設備機器保証

5年

通常 会員
会員様特典で本体保証のみ
通常 5 年が 10 年に延長になります。

対象
2016 年 6 月 1 日

入会金 ・ 会費不要

入会後に発行～送付の
会員様用保証書でご案内

その他ｱﾌﾀｰｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ詳細、 ご不明点は、
お近くのﾘﾋﾞﾝｸﾞｼｮｰﾙｰﾑ、 または営業所に
お問合わせ下さい。

発売開始のＬクラスキッチン

費用

詳細

備考

●ほっとくリ－ンフ－ド



帰宅途中の電車の中からお風呂の湯はりができる 寒い冬でも、 外出先から床暖房をアプリで ON

5 キロを

ランニングコスト
（LP の場合）

でスピード
乾燥

分

給湯器の光熱費の目安
をどこでも簡単にチェック

話しかけて、 スマートスピーカーで操作離れて暮らす家族の給湯器の使用状況をお知らせ

トータル１時間半～２時間

電気衣類乾燥機
で乾燥→約 80 円

コインランドリー
（4 人家族）→約 500 円

対応機種
iPhone （iPhone5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/SE/
7/7 Plus/8/8 Plus/X） ： iOS9.0 以降
Android 端末 ： Android4.4 以降
タブレット端末は iOS のみスマートフォン用アプリで使用可能。
その他のタブレット端末には対応しておりません。

給湯器リモコン

タブレットスマートフォン
　　　　　　

無線ＬＡＮルーター

ＭＢＣ-301ＶＣ（Ａ）
ＭＢＣ-302ＶＣ（Ａ）
※リンナイ製対応給湯器が必要です。

※自宅がＷｉ－Ｆｉ環境であること。

アプリ使用に必要な環境

50

円
63

タブレット

ＭＢＣ-302ＶＣ（Ａ）
※リンナイ製対応給湯器が必要です。

●生乾き臭をカット ●家事を時短化

●快適な仕上がり●清潔乾燥

ガスならではのパワフル温風で悪臭
の原因菌を除去

ガスのパワーでスピード乾燥

天候を問わず 1 年中活躍
ドラム除菌運転でドラムリフレッシュ！

繊維の根元からふんわり
大風量でシワを軽減

VOL23

新商品 ・ セール商品 ・ 瑕疵保険関係 ・ 国土交通省関連など、
販売促進に繋がるお得な情報をいち早くお届けします！

075-312-3820
営業本部 滋賀営業部お問い合わせ

Ｔ
Ｅ
Ｌ 075-312-3221

企画部

呼びかけるだけ !

今流行っ
てます！

スマートスピーカーと給湯
リモコンがつながる。

スマートスピーカー
対応新システム

お湯はり！
おいだき！

床暖房！

通常リモコン操作が必要な 「お湯はり」 「おいだき」
「床暖房」 を音声で操作することが可能です。

2017 年 10 月からサービスを開始している 「どこでもリンナイアプリ」 のダウンロードと、 Google アシスタント搭載スマートスピーカー (Google Home など )※1　または、
Amazon Alexa 搭載スマートスピーカー (Amazon Echo シリーズなど )※2 が必要です。

※1.Google アシスタントを搭載する各社スマートスピーカーで利用可。※2.Amazon Echo 等の Alexa 搭載デバイスで操作が可能。※当機能には対応リモコンの場合
のみ使用が可能。※Google、 Google アシスタント、 Google Home は Google LCC の商標です。

外出先からリンナイサーバーを通じて、自宅のリモコンを操作します。

新商品ＳＡＬＥ イベント
国策
補助金

助成金 etc

お得な
情報
などなど

メルマガ
会員募集中！

※今まで（2018年 10月）までにご登録頂いていたお客様へ
新たなメルマガとなりますので、2018年度10月以前よりご登録
頂いておりました、メルマガは廃止致します。
お手数ですが新たにご登録お願します。

「メルマガ登録用アドレス」
e-inaoka@heiankenzai.co.jp
題名に 「メルマガ登録」 と記入の上御社名 ・ 担当者様
お名前のご記入の上メール送信お願します。


