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床暖房で寒い冬でもポッカポカ♪
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コンロ体験！料理教室予　約

受付中

マルチグリルを使ったメニューを

体験いただけます。

● 場　所　高知市葛島2-3-75 本社4階　土佐ガス・クッキングスタジオ　● 時　間　午前10時（2時間程度）●参加費　500円（1回）　

● 定　員　各回6名（定員に達し次第締め切ります。また新規にお申し込みの方を優先させていただく場合がございます。ご了承ください）

※当料理教室ではガスコンロ専用のマルチグリルを使用します。※サイドメニューもあわせて調理します。※開始予定時間の10分前に

　　お集まりください。

★エプロンをご持参ください。

複数回のお申し込みも可能です ! 詳しくはお問い合わせください。

第 66 回

2019 年

1 月 19 日 （土）

餅入りチヂミ

第 67 回

2019 年

3 月 16 日 （土）

牛肉のごまみそロール

土佐ガスだから水回りも安心 【アクア】

高知市より、 平成 30 年度下水道

水洗化工事推奨店に選ばれました！

平成 29 年度の施工実績をもとに、下水

道の普及促進に貢献した指定業者とし

て、高知市より選ばれました。3 年連続

の選考です。お客様から「土佐ガスで工

事をして、本当に良かった」と言って頂

けるように、これからも頑張ります。

片岡
福原

札

大原
北岡

アクアチーム＆テクノチーム上下水道班

●ガス給湯器の凍結対策●アクア Re・Living「屋根つきの洗濯物干し場」

●aico でしょ「家族みんなにやさしい福祉用具② 」

●お店紹介　東諸木「お食事処　しんばし」」



ガス給湯器の凍結対策ガス給湯器の凍結対策

給湯器本体は内部の凍結防止ヒー

ターで保護されています。電源の

コードは抜かないでください。リ

モコンの運転スイッチの「入」・「切」

に関係なく、自動的に作動します。

水道管の中を水が動いている場合は凍結する

可能性が減ります。就寝前に給湯器のリモコ

ンの運転スイッチを切り、蛇口をお湯側に動

かし、少量の水（1 分間で 400cc 程度）を流し

続けてください。浴槽で受ければ、後で使え

て経済的です。

気温上昇により自然解凍するまで

待つことをおすすめします！

全ての水栓を閉めた状態で水道メーターを確認してくださ

い。メーターが回っていなければ水道管凍結の可能性があ

ります。メーターが回っていれば漏水の可能性があります。

点検調査いたしますので、ご連絡ください。

予想最低気温に注意

給湯器の凍結を防ぐ方法

凍結してしまったら…

お湯も水もでない時は

-4℃
翌日の最低気温がマイナス 4 度以下と予報

されたら、凍結対策を行いましょう！

ここ数年、寒波の影響で給湯器が凍結するお宅が増えています。高知のように

暖かい地域でも夜間は氷点下になることがあります。凍結の恐れがある日は、

事前にしっかり対策して凍結を防ぎましょう。

給湯配管にお湯をかけて解凍をするこ

とは、配管やバルブの破損の原因とな

りますので、おすすめいたしません。×

給湯器を

変えるだけで！GT-C2462AWX
メーカー希望小売価格 416,880 円 ( 税込）

約 20,600円

年間の光熱費がおトクに！

①電源を抜かない１ ②少量の水を流し続ける2

給湯器の寿命は 10年が目安です！

寿命間近の給湯器は突然故障することがありま

す。突然お湯がでなくなったら不便です！さらに

最新の給湯器は、従来型と比べて高効率･･･つま

り光熱費がグッとお得になります！

※（株）ノーリツ試算、平均的な 4人家族・LP ガス利用を想定。

給湯器の

スイッチを切り

お湯側へ！

太さ約４mm
給水元栓

電源プラグ
ガス栓

電源
コンセント



家族みんなにやさしい福祉用具②

高知市朝倉西町 1丁目 10-16
国立病院を西へ徒歩 10 分

月～土曜 9 時～17 時半　※祝日・年末年始を除く

tel:088-828-8580

この看板が目印

aico 【あいこ】
福祉用具＆住宅リフォーム

熱い飲み物も取っ手付きでしっかり持てる！

ほのぼのマグカップ 取っ手付おわん

（株）青芳 2,800 円（税抜）、材質：磁器
（株）青芳 900 円（税抜）

材質：ペット樹脂、ウレタン塗装

おじいちゃん

お子さん

取っ手を持つことで

飲み物の熱さが伝わ

りにくいのが良いね。

安心して使えます。

取っ手が大きくて、

僕でもしっかり持て

るよ！
福祉用具を活用することで、

食事の時間を楽しく過ごせます♪

「屋根つきの洗濯物干し場」
ガスの供給や家屋のリフォームなど、お付き合いの長いお客様です。今回は下水道切り替

え工事のご依頼の際に、「屋根つきの洗濯物干し場を作りたい」とご相談いただきました。

アレンド TEL：088-885-1289　HP 上 で、より詳しい内容を紹介しています。

http://www.tosagas.co.jp/result/  

AfterBefore

Re Living・

ご夫婦二人暮らしですが、1回の洗濯量が多い S様宅。

既存の物干し台は半日陰で、乾きが悪いことが悩み

でした。さらに外出されることが多く、天候が不安

定な時は部屋干しをしていましたが、匂いが気になっ

たり部屋の湿度があがるので、できるだけ避けたい

と考えられています。
広いお庭なのでスペースは十分でしたが、植栽の位置も考慮した上で、南向きの場

所に屋根つきの洗濯干し場を設けました。風通しのよい位置で、乾きも早いそうです。

「不安定な天気の時に帰りが遅くても、外に干したまま安心して出かけられます」と

お喜びいただきました。

柱を中心に両サイド 3 本ずつ、

最大で 6本物干し竿をおけます。

日当たりを遮ることなく、急な

雨から洗濯物を守ります。

実はこの屋根、本来は自転車を雨から守るサイクルポー

ト。洗濯物もしっかり守ってくれます！

アクアチーム　大原



TEL/088-837-9333

住所 / 高知市春野町東諸木 1417-1

営 /17 時～ 23 時、休 / 火・水、駐 / 有

「お客さんは晩酌の相手」と気さくに笑う、

お酒好きなご主人が定年後に開いたお店はも

う 17 年目。ご近所だけでなく、遠方からも

常連さんが通ってくるそうです。看板メ

ニューは漁師さんが直接持ってくるカツオの

刺身（600 円）。一目見て違いが分かるつや

やかな色味は、期待を裏切らない美味しさで

す！

一番人気の鶏のからあげ（400 円）、串揚げ

（500 円）などの定番メニューに加え、オム

キャベツ（350 円）、山芋玉子鉄板焼き（450 円）

など、ご主人が美味しいと感じたものを次々

取り入れています。冬場に嬉しい、お鍋の種

類も豊富です。※金額は全て税込。

お店紹介お店紹介 お食事処 しんばし

左からエビフライ 500 円、カツオの刺身 600 円、フライドポテト 350 円

LifeNAVI 読者サービス

フライドポテト サービスフライドポテト サービス
※この券を持参した 1グループ、

2018 年 12 月中有効。

キリトリ線

戸原
簡易郵便局
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焼肉店●

床暖房付きのベンチは心地よい暖かさで、快適

にお食事をお楽しみいただけます。 ２

レンジフードは簡単にお取替えできます！

１ Before ３ After

レンジフードのこんなお悩み･･･

油汚れがとれない！

ニオイが気になる！ 掃除が面倒！！

早ければ 1 時間程度で取り替え可能

朗報！
いまどきのレンジフードは

フィルターがありません！

油汚れでギトギトになったフィルターのお手入れは大変。ノン

フィルタータイプなら普段はフラットな整流板をサッと拭くだけ

で OK。パーツの数を最小限に減らし、簡単に外せるよう工夫され

ています。

気分スッキリ！＆今後の

お掃除がラクラク♪

レンジフードの

簡単取替えで 整流板

税込参考価格 NFG7S14MSI 143,640 円

※工事費は含まれておりません。また環境により工事費は異なります。

お客様総合窓口　　　088-800-1212

ペットにもやさしい！
温水式床暖房

暖かくてインコが

飛びません （笑）

リビングでオカメインコを放し飼いにして

いますが、冬場は暖かいからか、じっと床

に座り込んで飛びません。

うめ

ジャスミン

エネルギー環境事業部 大西

土佐ガス社員普及率 79％※！ガス温水式床暖房が人気の

理由は、家族みんなが快適・健康に暮らせる点にありま

す。低温やけどの心配が少ない・ほこりや毛、ダニを巻

き上げない・コードによる事故の危険がない･･･など、

人はもちろん、ペットにも嬉しいメリットがたくさん！

なにより「暖か～い♪」と

言わんばかりに、くつろぐ

姿の愛らしいこと！土佐ガ

ス社員のペット達も床暖房

がお気に入りです。

※賃貸・借家は除く、戸建て住宅居

住のみ対象。


