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タイ向け
浄水器
＆シャワートイレタイ向け
浄水器
＆シャワートイレタイ向け
浄水器
＆シャワートイレ

タイ浄水器 .com 
日本法人もあり、
ご安心いただけます !

098-275-8131
02-258-0510

日本語

タイ語・英語

現地調査お見積り

無料!無料!
●工事費コミコミ価格! 

●土日祝365日営業 !

真心こめてご対応いたします。

タイ浄水器 .com アンシンサービス24

我々が工事に

お伺いします!

バンコク・シラチャー・パタヤ・アユタヤ地域対応 !

据置型 浄水器 Z9
すえおきがた  じょうすい き

三菱クリンスイの技術を投入した設置型浄水器。
家庭用浄水器の中でもトップレベルの大容量の
水を利用できます。
除去対象とされる13の物質を取り除くことが
でき、きれいな水をご家庭でお使い頂けます。

15,000B
工事費コミコミ価格

浄水シャワーSK106W
シャワーヘッドの取替えのみで、髪
にも肌にもうれしい、脱塩素のやさ
しさ。浄水と原水を切り替えること
ができ、使い分けることでカートリッ
ジを長持ちさせることも可能です。

3,980B
工事費コミコミ価格
3,980B

その他
クリンスイ商品・
本体・
カートリッジ
取扱いあり。
詳しくはWEBへ

クリンスイ
高品質・人気の三菱浄水器

VAT
込み

人気!

浄水器、シャワートイレ専門店が
日本からやってきた! !
日本からタイへ移り住んで一番気になる
ことが「お水」。綺麗なお水の提供、
お水に関するトラブル、お水の正しい
知識等なんでもご相談ください。
安心してタイでの生活が過ごせます
よう、 全力でサポートいたします! 

ANSIN SERVICE 24(THAILAND)Co.,Ltd.

OPEN 　 8:30
～19:00

36 Prompong Mansion F.1 Sukhumvit 39, Sukhumvit
Rd. KhlongTon-Nua, Wattana,Bangkok,10110

動画で見
る

動画で見
る

水道事情水道事情
タイタイ

（商品説明含む）

① 電源不要　② おしりノズル　③ ビデノズル　　　
④ 簡単設置　⑤ 抗菌素材を使用
⑥フタと便座のソフトクローズシステム

トウキョウ スッキリ タイプ C Eco Washer
定価 13,500B のところ

今なら

7,980B
工事費コミコミ価格

人気!

9,980B
工事費コミコミ価格

アンシンサービス価格
11,000B のところ

日本の皆様が知らない人はいない!TOTOの
シャワートイレです !! スタイリッシュな形が
カッコイイです !! 電気は必要ございません !
是非、タイでもTOTOをお使いください !

TOTO のシャワートイレ

浄水器 クリンスイ Z9 の特徴

浄水器「クリンスイ」は13物質を徹底除去します!!

「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質
  1. 遊離残留塩素
  
  2. 濁り( 雑菌・固形鉛など)
  
  3. 総トリハロメタン

消毒の為に添加される物質ですが水の味を損なっ
ています。
水の濁りを表示します。赤サビ等の除去もこの能力
で判断できます。
主要な構成物質として、4.クロロホルム
5.ブロモジクロロメタン6.ジブロモクロロメタン
7.ブロモホルムがあり、その合計を総トリハロメタン
としています。水道水源の有機化合物と塩素が反応
してできるものです。
体内に蓄積されると体に影響があると指摘されています。
除草剤に広く使用されています。
いやな臭いは水の味を大きく損ないます。
ドライクリーニング溶剤、金属溶脱脂剤などに使わ
れています。
工業用途 (金属脱脂剤など )に使われています。
工業用途 (染み抜き剤など )に使われています。

  

  8. 溶解性鉛
  9. 農薬 (CAT)
10. カビ臭 (2-MIB)
11. テトラクロロエチレン

12. トリクロロエチレン
13.1,1,1- トリクロロエタン

人気!

シャワートイレ
コンセントがいらない・電源不要の洗浄器付き便座

アンシンサービス24 ならではのサービス

●ご自宅に下見に行かせて頂きます。（下見見積り無料）
●標準取り付け工事費はすべて価格に含まれております。
●土日祝日も営業しております。
●スピード対応！即日に伺わせて頂きます。
●カートリッジのみの交換も承っております。
●設置費用・解約金は一切不要です。
●LINEで簡単に依頼・お見積り・状況確認できます。

設置費用
・解約金

お引っ越
し費用

一切不要
です!



 900B毎月
まずは1週間お試し下さい!

お客様に選ばれる理由
●料金システムのわかりやすさ
●土日も工事、メンテ可能
●安心の自社組み立て商品
●引っ越し費用等もなし　
●水漏れ保証100％
　　　　　 （商品に過失がある場合）※撤去費用はレンタル・ご購入どちらも無料です。

※引越の場合、無料にて浄水器を移設できます。

その他
レンタルプラン

お気軽に
ご相談ください。

RO浄水器RO浄水器RO浄水器 純水逆浸透膜浄水器とは?
ROとは…「逆浸透膜浄水器」は、RO(アールオー)浄水器ともいいます。
ROとは、ReverseOsmosis の略で逆浸透現象のことをさします。名前
はちょっとむずかしそうに聞こえますが、原水をろ過するために特殊な
膜を使う浄水器となります。RO浄水器に使用されているRO膜（逆浸
透膜）は、汚れた水、つまりさまざまな物質がとけ込んでいる水から、
水の分子だけを通過させることができます。RO浄水器は、海水の淡水化
プロジェクトなどのプロセスの中で開発されてきました。RO 浄水器
はまったく飲用できないようなレベルの水も浄水する能力があります。
こうした RO 浄水器が持つ、優れた性能があります。

浄水軟水器
浴室・シャワー用浴室・シャワー用

VAT
込み

人気!

お客様に選ばれる理由
●お塩等でのメンテナンスは不要です
●日本の水道のプロが考えた製品
●新しい軟水効果商品

軟水器軟水器軟水器 軟水効果で日本のお水の様に!
タイは硬水の国です。日本に住んでいるときはさほど、硬水か軟水か
を気にされることは少なかったかと思います。
しかし、タイに来てから髪がバサバサになる、お肌が荒れる、洗濯物
が黄ばむ、ゴワゴワ感がひどい等いろいろなパターンが起こります。
日本の軟水により近くなるようにというのがこちらの軟水器です。
石鹸の泡立ちが良くなりシャワー・洗濯にも有効です。

レンタルプラン VAT
込み

VAT
込み

※カートリッジ交換は
３ヶ月毎

900B
毎月

(カートリッジ代含む)

RO浄水器
フィルター交換は集金時
に目安期間に達してい
たら交換します。
さらに水質検査し、必要
なら目安より短い期間
でもどんどん交換します。
本体が故障した場合も
レンタル期間中なら無償
で交換します。

初回 3ヶ月分を前払い
としてお支払い下さい。
(無料期間含む)3ヶ月に
一度集金にお伺いします。
途中解約の違約金はござ
いません。ご安心ください。
最低契約期間はござい
ません。

お支払いについて

日本製
取替カートリッジ費用3,000B(1本)
※カートリッジは、標準に使用した場合、約1～2ヶ月間
　お使いいただけます。

イオナック
軟水シャワーヘッド

VAT
込み

人気!

イオナックイオナックイオナック 軟水シャワーの特徴
石鹸かすを抑える軟水化機能イオナックは、水道水を軟水化する機能を
持ちます。軟水化された水は石鹸カスの発生を抑え、素肌と髪を清潔に。
皮膚機能を活性化するのです。塩素を無害化、刺激を和らげます。塩素の
持つ酸化・漂白力は体に悪影響を与えます。イオナックの特許濾材は、
塩素を体に無害な塩素イオンに変換 !皮膚に対する刺激を和らげ、素肌
と髪を守ります。活水化された水で汚れ落ちすっきりイオナックを通す
ことで電子の力で水のクラスターを小さくして、汚れ落としに有効な
水に。活水化された水は、汗や油をスッキリ落とします。

浄水器
洗面用洗面用

VAT
込み

人気!

※写真は浴室用です。
※洗濯機が室外に設置されているのが設置条件となります。

お客様に選ばれる理由
●日本の水道のプロが考えた製品
●茶色サビの色を浄水します

動画で見る動画で見る
水道事情水道事情タイタイ （商品説明含む）

600B毎月 VAT
込み

まずは1 週間
お試し下さい !

900B毎月 VAT
込み

まずは1 週間
お試し下さい !

900B毎月 VAT
込み

レンタルプラン
1,100B毎月 VAT

込み

VAT
込み

人気!人気! 人気!人気!

人気!人気!

5,980B VAT
込み

交換工事もついてこの価格 !

レンタルプラン VAT
込み

900B
その他レンタル商品
セットの場合

毎月

(カートリッジ代含む)
※カートリッジ交換は

３ヶ月毎

浄水軟水器
フィルター交換は集金時
に目安期間に達してい
たら交換します。
必要なら目安より短い
期間でもどんどん交換
します。
本体が故障した場合も
レンタル期間中なら
無償で交換します。

初回 3ヶ月分を前払い
としてお支払い下さい。
(無料期間含む) 3ヶ月に
一度集金にお伺いします。
途中解約の違約金はござ
いません。ご安心ください。
最低契約期間はござい
ません。

お支払いについてVAT
込み

RO浄水器
UVタイプ

純水逆浸透膜浄水器

VAT
込み

人気!

RO浄水器
スタンダードタイプ

純水逆浸透膜浄水器

VAT
込み

人気!

おすすめ !レンタルプラン

安心を

追求したい

お客様向け

水道のプロが自社開発の浄水器

浄水器
洗濯機用洗濯機用

VAT
込み

人気!


