
わぁ、実体験を教え

てもらえるのね！

雑誌のような素敵

な家にリフォーム

したいなぁ

リフォーム

特集

でも…どんなリフォー

ムがいいか、具体的に

は思いつかないのよね

今はコロナが心配

だし、しばらくは

我慢かしら…

もったいない！コロナ禍の今

こそ、リフォームでおうち時間を快適

にするチャンスですよ。私の体験を例

に、あなたの不安にお答えします！

詳しくは次のページをご覧ください！
LifeNAVI 編集部　宮坂

１

3

2

●土佐ガス社員のリフォーム体験記

●照明のこんな不便…我慢していませんか？

●乾太くんが欲しい！けど、壁に穴をあけたくない…とお悩みの方へ

●aico でしょ「福祉用具をお探しなら aico ショップ」
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洗面道具だけでなく、掃除用具や花

器など、様々な物であふれていまし

た。リフォームに向けて片付けるの

も一苦労で、実は半年ほど計画が保

留に…。　とにかく荷物を移動させ

ることに専念しました。

運よく「グリーン住宅ポイント制度」の対象期間に、リフォームを行うことができま

した。断熱改修やエコ住宅設備の設置で、ポイントが支給される制度です。システム

バスの断熱浴槽や節湯水栓や段差解消等が対象になり、支給されたポイントで乾太く

んを追加工事で設置できました！※グリーン住宅ポイントは、2021 年 10 月 31 日までに、工事完了し、

申請した方が対象です。予算に達した時点で申請打ち切りとなります。

イメージが
湧かない

補助金など、お得な制度が
活用できました！解決

ショールームで
イメージを固めました！解決

感染予防に取り組んでいます！解決

「楽湯」対応のお風呂にすると決めていま

したが、それ以外は何もイメージがありま

せんでした。こんな状態で打ち合わせて大

丈夫なのか、不安でした。

コロナ禍でのリフォームは、感染リスクが心配ですよね。土佐ガスグループでは、お客様に安心いただけるよう、施工

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。ショールームも予約制とし、消毒などの対策を行っています。

詳しくは弊社 HP 内「新型コロナウイルス感染予防の取り組み」をご覧ください。

「楽湯」とはたっぷりの水流で肩や腰を刺激する、TOTO のシステムバ

スの機能です。そんな「楽湯」の水流を疑似体験できる TOTO ショールー

ム（高知市福井東町）に行きました。まず一番気になっていた、浴槽

の大きさや「楽湯」の機能を確認しました。壁の色や手すりの位置、

洗面台の種類など、イメージが湧いていなかった事柄も実物を見なが

らスムーズに決めることができました。壁や床の組み合わせを、模型

で確認できたのがとても分かりやすかったです！カタログだけでは伝

コロナが心配

身体が大きい父にも浴槽のサイズがあうか、一緒に体験してもらいました。

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

リフォームの詳細は HP で

扉の中に全てしまい、スッキリとした見

た目に大変身！可動式の棚なので、物の

大きさにあわせて収納できます。毎日使

う場所が整っていると、気持ちまで落ち

着きますね。

家族全員お風呂好きで、温泉

によく行っていました。今は

外出を楽しめない状況なので、

リフォームするなら自宅でス

パ気分が味わえる TOTO「楽湯」

にすると決めていました！

浴槽のへりに頭を預けて、柔らかいお湯の刺激で

肩と腰をほぐしながら、ぼーっとするのが毎日の

癒しです！キレイになると掃除も楽しくなり、気

分がいいですね。こんなに快適になるなら、もっ

と早くリフォームすればよかった…と思っていま

す。

まずは「LifeNAVI を見た」とお電話ください。

土佐ガスグループお客様総合窓口：088-800-1212

洗面所 Before

浴室 Before 浴室 After

洗面所 After

LifeNAVIの制作を通じて、リフォームに関する知識はある程度持っているつもりでした。それでもいざ自宅

をリフォームするとなった時には、色んな不安がでてきました。その中から、今リフォームを考えている人に

共通するだろう不安とその解決方法をご紹介します！

「楽湯」の水流を疑似体験。 パネルを組み合わせて、仕上

がりイメージが確認できます。

不安
その１

予算の調整
が難しい

不安
その２

不安
その３

最初はシステムバスと洗面台の入れ替

えだけの予定でした。打合せが進む中

でクロスの貼替えなど、こだわりたい

わらない、グレーの微妙なニュアンスの違いを、実物を

見ながら確認できました。シンプルながらおしゃれに仕

上がり、家族からも好評です。

時期によっては補助金制度やメーカーキャンペー

ンなど、通常よりお得にリフォームできる可能性

があります。まずは土佐ガスグループにご相談い

ただければ、最新の情報をお知らせします。

ポイントが増え、その

分予算も追加で必要に

なりました。

アレンド 坂本

LifeNAVI編集部　

宮坂

両親と 3人暮らし。築 25 年を越え、タイルの隙間のカビが落ちにくいなど、気になる点が増えていました。

蛇口の故障をきっかけに、浴室と洗面所のリフォームを決めました。

土佐ガス社員のリフォーム体験記
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ガス衣類
乾燥機 が欲しい！けど、壁に穴をあけたくない…とお悩みの方へ壁に穴をあけたくない…

高知市 K様の場合

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 時間受け付けています。

窓を利用した設置方法もあります！

オプションの窓パネルセットを利用すれば、壁

に穴をあけずに設置することができます。おう

ちの環境によって変わりますので、まずはお気

軽にご相談ください！

ようやるチーム

安井 部屋の印象を損ねないよう、精いっぱいキレイに仕上げます！

おうちの環境によって配管の位置が変わります。まずは私達に

　　　　ご相談ください！

あなたのお家に最適な設置方法を、土佐ガスが考えます！

高知市 K様

お客様の声

いい商品だと知り合いから聞いていましたが、壁に穴をあけるこ

とに抵抗がありました。工事の不安を相談し、実際に設置したお

宅の写真も見せてもらい、「これだったら…」

と納得できました。違和感なくスッキリ仕上が

り、そこまで気にする必要なかったかも…と今

では思います。丁寧に説明してもらい、安心し

て設置することができました。

10cm 程度

照明のこんな不便…我慢していませんか？

1 か所 1 時間程度で簡単にお取替えできますよ！

ガス器具
以外もOK

まずは「LifeNAVI を見た」と最寄りの

営業所までお電話ください。

土佐ガスグループは

住まい全般の修理 ・ お取替え

を承っております！
ようやるチーム 伊藤

明るくなって
掃除がしやすい！

すごく明るくなって、汚れが

よく見えるようになりました。

掃除のし甲斐がありますね。

自動でオン / オフするので、

照明を直接触る必要がなく、

感染予防にもなりますね。

紐が邪魔だったので、リモコン

でスッキリしました。布団の中

から操作できて楽チンです。

人感センサーで
消し忘れなし！

手元のリモコンで
操作できる

に替えると…

お客様の声 お客様の声 お客様の声

さらに、光熱費が節約できたり、交換の手

間が省けるなど、良いこと尽くめです！

LED 照明に替えると…

トイレ
が

暗い

消し忘れ
が
多い

寝る時、
紐で

引っ張っている
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aico
國友

aico
楠瀨　

実際の商品を

確認できる
豊富な種類から

選べる
今日からすぐ

使える

入院グッズがまとめて購入できた！

通院時の支えが欲しかった！

使いやすい食器が一式そろった！

いつも使っているものを「こんなもんだろう」と、我慢して使っていませんか？

福祉用具は日常生活のちょっとした不便さを解決してくれます。aico ショッ

プでは、歩行・食事・お風呂・トイレなど、生活の様々なシーンで活躍する

商品を豊富にご用意しています。

家族の急な入院に慌てましたが、

着替えやスリッパなど、必要な

ものをまとめて購入できて助か

りました！

病院で使っていたコップが便利で、自

宅用に買いに来ました。他の食器も使

いやすく、一式そろえて帰りました。

外出時の支えが欲しくなり、

相談しました。用途や私の身

長にあわせてピッタリなもの

を選んでくれました。

事前にご予約いただきましたら、資格を持っ

た専門スタッフが対応いたします。また、

店頭にない商品もカタログでお取り寄せで

きます。

福祉用具をお探しなら aico ショップ

※aico ショップは aico ショールームに併設しています。
http://aico.tosagas.co.jp/

［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］

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） 

tel.0880-35-4372　四万十市古津賀 1丁目 139

月～金曜　10 時～ 16 時（祝日・年末年始を除く） 

日ごろより、LifeNAVI をご愛読いただき、ありがとうございます。環

境保護への取り組みの一環として LifeNAVI の役割を見直し、次回 12

月発行冬号をもちまして休刊することにいたしました。最終号も高知

の暮らしに役立つ情報をお届けします ! 最後までお楽しみいただけれ

ば幸いです。

LifeNAVI 編集部

灯油の残量を気にせず暖房が使えます！

約2万 7500円～（税込）

ガスファンヒーター

リンナイ SRC-365E
※工事費、専用ホース別。

※空気清浄機能付きのタイプもございます。

給油の手間なく、

本体も軽い♪

ガス栓の設置は

1日程度！

暖房早割暖房早割 20212021 年 10月 3１日 ( 日）10月 3１日 ( 日） までに

お申し込みの方が対象です。

今設置すれば、寒くなったらすぐに使えますよ！さらに、工事の混雑緩和にご協力いた

だいたお礼として、通常よりもお得な価格でご購入いただけます。詳しくは最寄りの営

業所までお電話ください。

早割
価格
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ご利用明細 ご利用明細

土佐ガスグループでは、環境保護への取り組みの一環として、本年度 7 月発行分より毎月の

ガスご利用明細書をWeb明細サービス（無料）に移行させていただきました。まだ、Web明細サー

ビスへの登録を行っていないお客様で、登録方法などでご不明な点がありましたら弊社まで

ご連絡ください。従来通りの利用明細書が必要なお客様には、毎月郵送（無料）にてお送り

させていただきますので、お手数をおかけしますが弊社までご連絡いただくか、弊社担当者

にお申し出ください。

LINE を通じて Web 明細にご登録いただいた方には、お得なキャンペー

ンやお店紹介などを不定期にお届けします。是非ご登録ください。

Web 明細のお手続きはお済みですか？Web明細

Web 明細に切替えると…

LINE
連携者
限定

過去 2 年の

明細を閲覧できる
個人情報を記載した紙の

処分の手間が省ける

ごみを減らせ

地球に優しい


