
家族のために、出来る

限りのことをしたい！

床や壁の掃除

こまめな換気

手洗い ・消毒

感染予防

でも家事の手間が

増えて大変…！

詳しくは次のページをご覧ください！

わぁ～！それは良

いこと尽くめね！

今、抗菌・抗ウイルスリフォー

ムを行う方が増えています！家

事の手間を減らして、家族の健

康を守ります

アレンド

池田
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１

●抗菌・抗ウイルスリフォーム

●新型コロナウイルス感染予防の取り組み

●aico でしょ「福祉用具の相談窓口」　●レシピ動画公開中！

●お店紹介「いぬ用おやつポップコーン」

20２０

冬



一口に抗菌・抗ウイルスリフォームといっても、様々な種類があります。ご自宅の

床や壁を抗菌・抗ウイルス仕様に交換する。通風ドアを設置して、室内換気を向上さ

せる。センサー式蛇口に交換して、接触機会を減らす。このように抗菌・抗ウイルス

の視点から、安全で快適な住まいを整えるリフォーム全般を指します。今回は特にご

相談の多い 3つのお悩みと解決法をご紹介します！

玄
関
→

玄関からつながる廊下の突き当りに手洗

いを設置しました。帰宅後、室内の扉な

どに触ることなく、すぐ手を洗えます。

家の中にウイルスを持ち込むリスクを軽

減できます。

インフルエンザなどの感染症予防には、床に落ちたウイルスを

広げないよう床掃除も重要です。でも毎日しっかり掃除するのは

大変ですよね…。そこでオススメなのが、照明の光に当たるだけ

でウイルスや雑菌を分解する「エアー・ウォッシュ・フローリング」。

普通に暮らしているだけで感染症対策になります。新型コロナに

対する実験結果はありませんが、ノロウイルス、インフルエンザ

には高い効果が検証され、冬に流行しやすい感染症への予防が期

待できます。

「エアー・ウィッシュ・フローリング」は床暖房と

組み合わせてご使用いただけます！足元から部屋全

体を暖め、寒い冬も元気に過ごせます♪

コロナ禍の今、私達がお客様のためにできることは、訪問時や改装中の感染予防対策とあわせ、「安心・快

適な暮らし」の提案をさせていただくことだと思っています。リフォームの際に抗菌・抗ウイルス対応商品

を取り入れることで、これからの「安心・快適」につながっていきます。まずは「抗菌・抗ウイルスリフォー

ムについて知りたい」とお気軽にご相談ください。一緒にワクワクする暮らしを創りましょう！

アレンド TEL：088-885-1289・アレンド中村：0880-35-4372（平日 9時 -17 時半）　

HP で施工事例を紹介しています。https://www.tosagas.co.jp/case/

菌やウイルスに加え、有害物質も見えない

不安の一つです。シックハウスの原因とな

るホルムアルデヒドやトルエンなどの有害

物質を吸着し、低減する壁材「エコカラッ

トプラス」。アレルギー反応を起こす「環境

アレルゲン」を抑えるインテリアタイル「ア

レルピュア」とあわせて人気です。

抗菌 ・ 抗ウイルスリフォームって？

玄関の近くに手洗いが欲しいお悩み

床をキレイに保ちたい！お悩み

部屋の空気をキレイにしたい！お悩み

Before After

センサー付き蛇口にするこ

とをおススメします！ハン

ドルを触らずに使え、接触での感染

リスクを減らします。

アレンドの思い

さらに！

さらに！

施工事例を見る

施工事例を見る
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マスクの着用
使い捨て手袋や、

フットカバーを

適宜活用

アルコール消毒

土佐ガスグループでは、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、また、お客様並びに当

社従業員の安全確保のため、新しい生活様式にあわせた業務形態を実践しています。

土佐ガスグループ

新型コロナウイルス感染予防の取り組み

ご訪問時の対応

施工現場の対応例

□作業員の健康状態の確認

□マスクの着用、手洗い・手指消毒

□現場への入退場を記録・保管

□検温結果を記録・保管

□作業員のフィジカルディスタンスを確保

□十分な換気を定期的に行う

□接触部分の清拭消毒

※この他、現場の状況に応じて出来る限り

感染予防に努めています。

例えばリフォーム工事時の出入

りでも、お客様の生活動線と重な

らないよう、勝手口や掃き出し窓

を使用します。どうしても玄関を

使用させていただく場合、仕切り

を設置してお客様の動線と作業員

の動線を分け、接触による感染リ

スクを減らすよう工夫しています。

これからもお客様に安心してご

利用いただけるよう、感染防止に

取り組んでいきます。
お客様の動線 作業員の動線

施工監理　岩井

福祉用具の相談窓口

※サービス実施地域を設けております。詳しくはお問い合わせください。

みんなが暮らしやすい住環境提案 リフォーム＆福祉用具

tel. 088-828-8580
高知市朝倉西町１丁目 10-16

月～土曜 / 9 時～ 17 時半

（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜 / 10 時～ 16 時

（祝日・年末年始を除く） 

tel. 0880-35-4372
四万十市古津賀 1丁目 139

［あいこ］
朝倉ショールーム

四万十ショールーム

しまんと［あいこ］

2020 年 12 月オープン予定

最近つまずくこと

が多くなった…

転倒が心配　

退院する

家族のために

住宅改修をしたい

入浴やトイレの

介助が大変

aico スタッフ　本田 aico スタッフ　間﨑

福祉用具や介護のお悩みは

aico にご相談ください！

専門知識をもったスタッフが

お答えします。

福祉用具や

介護の相談

福祉用具の

体験＆購入

aico のショールームでは、福祉用具を実際

に試しながら、身体の状態や生活環境など、

お一人おひとりに合ったものが選べます。

https://aico.tosagas.co.jp/

土佐ガス　aico

ホームページでも福祉用具の

最新情報を紹介しています。

お電話での相談も

承っています！
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2020 年度 ・高知県地球温暖化防止県民会議で

事業部会長表彰を受賞しました！

エコアクション 21 に取り組み始めて 10 年以上が経ち、社員のエコに対する意識は

かなり向上したと感じています。地球温暖化が問題視される中、一企業として何が出

来るかを考え取り組んできました。

取り組み当初、最も問題を感じたのは、社員一人一人のエコに対する意識の差でした。

人間ですので当然ですが、エコに意識の高い者もいれば低い者もいる、話し合いをし

てもギクシャクしてまとまらなかったこともありました。会社の施策として導入した

ものは問題なく浸透していきましたが、エコドライブや節水・節電、ゴミの分別など、

個人の意識次第で変わるものは、当初は取り組む姿勢に大きな差があったように思い

ます。

それでも根気よく 2、3年と続けていく中で社員の協力もあり、この差は徐々に埋まっ

ていきました。エコに対する取り組みで最も重要になるのが、社員一人一人の意識だ

と思いますので、これまで以上に高い意識をもって社員全員で取り組んでいきます。

環境管理責任者：久保

土佐ガスグループは持続可能な社会を構築するため、エコアクション 21 の認証を取得し、CO2 排出量削減など、環

境負荷軽減に向けた取り組みを行っています。その取り組みを 10 年持続したことが認められ、表彰となりました。取

り組み内容は「環境活動レポート」としてまとめ、ホームページで公開しています。

レシピ動画公開中！
動画の一覧はこちら 土佐ガスは暮らしに役立つ情報を動画でもお届けしています。焼き網のな

い新しいかたちのグリル「マルチグリル」のレシピ動画や、コンロの選び

方のコツなどがご覧いただけます。これからも順次新作をアップしていき

ます。お楽しみに！

料理初心者な土佐ガス社員が、焼き網のない新

しいかたちのグリル「マルチグリル」で料理に

チャレンジします。

https://youtu.be/8In-Cj1Ke2E

マルチグリルのレシピが知りたい！

動画をチェック

ガス衣類乾燥機・乾太くんによくある質問「シ

ワがつくんじゃない？」などに、土佐ガス社員

がお答えします！

https://youtu.be/UjPbQnMvO4o

衣類乾燥機・乾太くんをもっと知りたい！

動画をチェック

ＣＭでお馴染みガス温水式床暖房、人気の設置

場所とその理由を土佐ガス社員が紹介します！

https://youtu.be/tNhhwnfsrxY

床暖房ってどんな部屋に向いているの？

動画をチェック

後悔しないコンロの選び方を、土佐ガス社員が

ご紹介します！

https://youtu.be/ydhIib8wZQY

コンロを選ぶのに迷っている……

動画をチェック

お店紹介お店紹介 有限会社あぜち食品 いぬ用おやつポップコーン

高知で半世紀以上愛されている「マックのポップコーン」か

ら、犬用のおやつポップコーンが新登場！愛犬への健康志向に

合わせ無塩・無添加（チーズ味は除く）で作られています。さ

らにポップコーンに含まれる食物繊維、ポリフェノール、ビタ

ミン Eがワンちゃん達のヘルシーライフに貢献します。海・山・

大地の素材を活かした全 3 種類（各 398 円／税別）。愛犬に食

べ比べさせてあげれば、おうち時間が楽しく盛り上がります！

さらに飼い主さんは「マックのポップコーン」を、ペットは「お

やつポップコーン」を、一緒に食べながらおうちで映画鑑賞す

るのもオススメです。

香り豊かな十勝産

チーズを使用。ワ

ンちゃんに“鉄板”

の味付けです！

原材料：とうもろこし（ア

メリカ産、遺伝子組換え

でない）、ヤシ油、ナチュ

ラルチーズ／乳化剤

アレルギー：乳成分

内容量：30g

一袋あたり 155.7kcal

チーズコーン

タンパク質豊富な

高知産天然鹿肉

100％のパウダー

で味付け。

原材料：とうもろこし

（アメリカ産、遺伝子組

換えでない）、ヤシ油、

天然鹿肉（高知県産）、

麹菌（高知県産）、米ぬ

か乳酸菌（高知県産）

内容量：25g

一袋あたり 124.5kcal

鹿肉コーン

地元高知の海の

恵み・宗田節が

ワンちゃん達の

食欲をかきたて

ます。

原材料：とうもろこし

（アメリカ産、遺伝子組

換えでない）、ヤシ油、

宗田鰹粉末（高知県産）

内容量：30g

一袋あたり 150.2kcal

宗田節コーン

【お問い合わせ】あぜち食品：088-866-5453（平日 9時 -17 時）

【お買い求め】　ペットステップ朝倉店：高知市朝倉丙 327-1

　　　　　　　ペットステップ薊野店：高知市薊野南町 21-41

現代犬にマッチした

グーな味！
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●●

●

●

●お客さま宅を訪問する際には、当社グループの身分証を必ず

　携行しており、お客様に呈示するようにしております。また

　当社グループの身分証は偽装防止のため、左図のマークが浮

　き上がるような加工を施しています。

●訪問目的を告げ、会社名・氏名等の自己紹介をしております。

●新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、マスクの着用・

　手指のアルコール消毒を実施しております。

身分証の呈示を行わず、お客様宅を訪問することはありません。万一、不審に思われる場合は、

ご遠慮なく最寄りの当社グループまで連絡くださるようにお願いいたします。

モニターキャンペーン

土佐ガスユーザー限定

土佐ガスで

よかった♪

約 50 分のスピード乾燥 タオルがふわふわ♪ 干す手間が省ける

ガス衣類乾燥機の【乾太くん】があれば、お子さんの体操服や運動靴も今日洗って明日すぐに使

えます！そんな乾太くんを無料で１週間お試しいただけます。まずは「乾太くんを試したい」と

最寄りの営業所にお電話ください。ホームページからは 24 時間受付けています。

土佐ガスグループでは、お客様宅に訪問する際に以下の行動を徹底しています。

土佐ガスグループ訪問時の対応について

 G R O U P

   T

OSA GAS


