
大家さんストアのお問合せ・相談・下見・見積もり依頼はこちらから

質問・相談／下見依頼／見積もり依頼シート

お問合せ日 令和 　　年　　月　 　日 氏名
ふりがな

検討されている
設備はどれですか？
（いくつでも）

□宅配ボックス   □エアコン  □ガス給湯器
□追い焚き式へのリフォーム  □シャワートイレ（便座） □便器 
□システムキッチン  □洗面化粧台  □浴室塗装リフォーム  　 　　　　　　　　  
□TVモニター付きインターフォン □デジタル錠  □ディンプルキー 　 　
□防犯カメラ   □外国人入居者用コールセンター
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

オーナー様のご住所 〒

連絡先 TEL: 携帯番号:

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　 @ 
オーナーズ・スタイル誌の
読者ですか?

□はい　
□いいえ

設置の
希望時期

□なるべく早く　　□１ヵ月以内
□２～３ヵ月以内　□もっと先、未定

設置する物件の
所在地・物件名

物件の種別 □マンション　□アパート　□一戸建て　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

電話でのご連絡の
希望時間帯

□どの時間帯でも可 　　□９時～１２時 　　□１２～１５時
□１５～１８時  　　□１８～２１時 　　□その他（　　　　　　　　　）
※都合により希望時間以外のご連絡となる場合があります 

ご質問・ご要望

□オーナーズ・スタイル誌巻末の「個人情報の取り扱いについて」に同意をお願いします。

◉以下をご記入の上、切り取ってＦＡＸで、もしくは写真を撮ってメール添付でお送りいただけるとスムーズです。

切
り
取
り
線

ＳＬＳ(株) 吹田市豊津町1-18
(株)垣本 寝屋川市本町16-1
カーロックホームズ(株) 杉並区西荻北5-22-9
ハートリビングサポート(株) 大田区南蒲田2-16-2

(株)バスシステムデザイン研究所 大阪市浪速区桜川3-2-14
(株) Bridge Life さいたま市南区南浦和2-38-8
(株)ハウスエム 吹田市豊津町1-18
(株)ユーニック　門真市島頭3-11-16

施
工
・

提
携
先

他にも商品が多数あります！リフォーム、住宅設備ならどんな事でもお気軽にご相談ください。

お支払いは先払い、銀行振り込みでお願いしております。
お振り込み先は、りそな銀行　秋葉原支店
普通 １９９８０３３ 　カ)オーナーズスタイル　
振込手数料はご負担お願いします。

すべて税別の表示です。標準設置工事費を含みます。建物の状況などにより、追加の部材・特殊作業費などが発生する場合があります。
2020年5月時点の料金です。メーカーの都合などで変更される場合があります。

販売元:株式会社オーナーズ・スタイル
東京都中央区銀座 7-14-16 太陽銀座ビル 3F

お問合せ電話  0120-207-200 担当：オーナーズ・スタイル高倉（平日9:00〜18:00）

ルームエアコン スタンダード  Gシリーズ 

【製品仕様】 

2.2kW 2.5kW 2.8kW 3.6kW 4.0kW 5.6kW
IHF-2204G IHF-2504G IHF-2804G IHF-3604G IHF-4004G IHF-5604G
単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相200V 単相200V

プラグ形状

2.2 2.5 2.8 3.6 4 5.6

490 620 640 1100 1200 1650
5.7 7.3 7.9 13.2 6.0 8.3

室内機 62 63 63 63 65 68

室外機 60 60 61 62 63 65

鉄筋ｱﾊﾟｰﾄ
南向き洋室 15㎡（9畳） 17㎡（10畳） 19㎡（12畳） 25㎡（15畳） 28㎡（17畳） 39㎡（23畳）

木造
南向き和室 10㎡（6畳） 11㎡（7畳） 13㎡（8畳） 16㎡（10畳） 18㎡（11畳） 25㎡（15畳）

2.5 2.8 3.6 4.2 5.0 6.7

550 620 880 1130 1320 1950
6.5 7.4 10.8 13.5 6.8 9.8

室内機 62 63 64 65 68 70

室外機 60 60 61 63 65 66

鉄筋ｱﾊﾟｰﾄ
南向き洋室 11㎡（7畳） 13㎡（8畳） 16㎡（10畳） 19㎡（12畳） 23㎡（14畳） 30㎡（18畳）

木造
南向き和室 9㎡（6畳） 10㎡（6畳） 13㎡（8畳） 15㎡（9畳） 18㎡（11畳） 24㎡（15畳）

規格

 面積の 目安 
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レベル(dB)
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冷
房
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 面積の 目安 
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No 商品名 型番 ｶﾗｰ ｹｰｽ
入数

発注
単位 本体価格 JANコード

(※セットコード)
室内機ｻｲｽﾞ(mm）

(W×D×H)
室外機ｻｲｽﾞ(mm）

(W×D×H)
1 ルームエアコン2.2ｋW IHF-2204G(室内ﾕﾆｯﾄ)

IHR-2204G(室外ﾕﾆｯﾄ) ホワイト 1 1 - 4967576468237 約798×295×222 約675×285×550

2 ルームエアコン2.5ｋW IHF-2504G(室内ﾕﾆｯﾄ)
IHR-2504G(室外ﾕﾆｯﾄ) ホワイト 1 1 - 4967576468268 約798×295×222 約675×285×550

3 ルームエアコン2.8ｋW IHF-2804G(室内ﾕﾆｯﾄ)
IHR-2804G(室外ﾕﾆｯﾄ) ホワイト 1 1 - 4967576468299 約798×295×222 約675×285×550

4 ルームエアコン3.6ｋW IHF-3604G(室内ﾕﾆｯﾄ)
IHR-3604G(室外ﾕﾆｯﾄ) ホワイト 1 1 - 4967576468329 約798×295×222 約675×285×550

5 ルームエアコン4.0ｋW IHF-4004G(室内ﾕﾆｯﾄ)
IHR-4004G(室外ﾕﾆｯﾄ) ホワイト 1 1 - 4967576468350 約798×295×222 約763×257×596

6 ルームエアコン5.6ｋW IHF-5604G(室内ﾕﾆｯﾄ)
IHR-5604G(室外ﾕﾆｯﾄ) ホワイト 1 1 - 4967576468381 約798×295×222 約955×396×700

ルームエアコン スタンダード  Gシリーズ 2020年4月25日発売予定 

お部屋の温度を前面パネルにお知らせ。シンプル機能で快適に過ごせます。 お部屋の温度を一目で確認 

冷房時 
31dB 上下左右自動ルーバー搭載 

上下だけでなく、左右の 

ルーバーも自動で動き、 

効率よく空気を循環！ 

「手元温度」ボタンを押すと、  

リモコン周辺の室温を 

エアコンの前面パネルに表示！

6つの充実機能 

結露水で熱交換機を 

洗浄→乾燥！ 

冷暖房を徐々に弱め、 

急激な温度変化を 

防ぐことで 

快眠をサポート。 

除湿運転で 

部屋干しも 

カラッと！ 

暖房時 
33dB 

修繕にもサブスク方式
「メンパク」が登場！

デジタル錠

54,800円
（税別）

イメージ

２年で
16,800円

（税別）

外国人コール24
24時間365日10ヶ国語に対応。安心して外国人に部屋を貸
せます。大手管理会社など約1400社が契約しているサービ
スを大家さんも直接利用できることに。生活指導、トラブル
対応、契約書の説明、緊急駆けつけも。
運営：(株)Bridge Life。

アサヒ衛陶製サンウォッシュ（DLNC120、DLNC131）／
パナソニック製ビューティ・トワレ（CH932SPF）。
本体一式、標準工事費込み

148,000円
（税別）〜

工事:バスシステムデザイン研究所

浴槽交換の1／2～１／３の費用！　
艶のあるコーティングで新品同様に

工事内容が
よくわかる
事例の動画
はこちら！

有名老舗ホテルも採用している
最新技術

32,800円
（税別）〜

入居者による「家賃が上がって
も欲しい」設備ランキング上
位。給湯専用から追い焚き可
能なオートタイプへのバリュー
アップがお得＆お手軽に。工
事費込みでこの価格！

298,000円
（税別）〜

標準工事費込み

マンションの外部全体の修繕
を毎月定額のメンテナンス料で
15年間継続する「分割施工方
式」で、キャッシュフローを大
幅に改善することが可能です。
詳しくはお問い合わせください。

経費として
毎月固定で処理

できます！

他社と料金を
比べてください！

外国人入居者専用コールセンター

温水洗浄便座

追い焚き式へのリフォーム 日本初の定額制マンション修繕サービス

浴室塗装リフォーム

外壁・屋根・大規模修繕の
優良施工会社をご紹介

「見積金額が適切かわからない」
「もっと安くしたい」 「良い施工会社
はないか」 …そんなお悩みを解決！ 
オーナーズ・スタイルの専門アドバ
イザーが窓口となり、優良企業を最
大3社選んで建物診断と見積を無
料でご提供。エレベーターの改修も。

オーナーズ・スタイル 大家さんの窓口
希望条件にぴったりの
建築会社をご紹介

「建築費を安くしたい」「自分に合う
会社を知りたい」「セカンドオピニオ
ンが欲しい」…そんなお悩みを解決！ 
オーナーズ・スタイルが多くの取引先
と提携。大手から中小、一級建築
士まで複数ご紹介。設計プラン、見
積、収支計画を無料でご提供します。

電話0120-783-696　オーナーズ・スタイル「大家さんの窓口」係　

OWNER'S STYLE

全50商品の詳細情報をアップ。仮見積書が作れて、
そのまま現地調査依頼ができます。

ホームページもチェック！ 大家さんストア
ホームページへ

●オーナーズ・スタイル・ネット内の「大家さんストア」
https://owners-style.net/s/store

「オーナーズスタイル」で検索を！

工事費込みで
この価格！

無料

大特価 大特価

大特価
61 %

OFF

首都圏の読者限定

Fax:０５０-３０６６-０１５７
（オーナーズ・スタイル大家さんストア事業部） メール:store@owners-style.co.jp

メール

イメージ

「イージスゲート」AG-01　
定期券などのＩＣカードやICチップ搭載のスマホが鍵にな
り、暗証番号でも開けられます。扉への穴あけ不要。
シンプルな操作性、優れた防犯性。入居者が変わっても交換
不要なので経費削減に。安心の３年間メーカー保証さらに
空き巣保証３万円付き。（標準工事費込）

現地調査無料

現地調査無料

現地調査無料

現地調査無料
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