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●知って得する！ガス給湯器

●aico でしょ「見まもりで安心をサポート！次世代ふろ給湯器」

●エネワンでんき始めました！

●アレンドRe・Living「間取りの変更で広々＆移動が簡単に！」

●子ども虐待防止オレンジリボン運動



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。

使いたい時にすぐお湯を使える給湯器は、生活に欠かせません。冬場は大活躍する反面、故障しやすい時期でも

あります。そこでお得な節約術や、メンテナンス方法をご紹介します！

食器を洗う時は低温に

給湯器の凍結を防ぐ方法

壊れる前の交換がお得！

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。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！

①電源を抜かない１ ②少量の水を流し続ける2

ガス給湯器

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

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！壊れる前の交換をおススメします。

給湯器の寿命は 10年が目安です！

知って得する！ガス給湯器

タイプ別！おススメの給湯器

※（株）ノーリツ試算、平均的な 4 人家族・LP ガス利用を想定。

給湯器の温度設定を１℃下げても体感温度はあまり変わりません

が、ガスの量は減らすことができます。例えば食器を洗う時に４０℃

から３８℃にした場合、年間で約 1,510 円の節約になります。

※１回あたり 65Ｌの水を使用し、元の水温を 20℃と想定、2 回 /

日手洗いした場合（使用期間 :冷房期間を除く 253 日）

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/savi

ng/general/howto/kitchen/

※給湯器の機種によっては条件が異なる場合があります。

うちの給湯器は

何年だったかなぁ…？

2009 年以降に製造された給湯器をお使いで「所有者登録」を

行っているお客様には、10 年を目安に書面でお知らせが届き

ます。さらに一部の機種ではリモコンに「88」または「888」

を点滅表示させてお知らせします。

※2009 年 3 月以前に製造された給湯器を 10 年近くお使いの方は、安全・

安心のために速やかに点検（法律に準じた点検）のご検討をお願いします。

88

ハイブリット給湯器ガスと電気の

GT-C2462AWX BL

メーカー希望小売価格 386,000円（税抜）

設備費用を抑えながら、

光熱費をできるだけお得にしたい方

設備費用をかけてでも、

光熱費をお得にしたい方

メーカー希望小売価格 872,600円（税抜）

戸建て用住宅用・
マルチリモコンセット

光熱費 約 23,700円

年間でおトクに！

CO₂排出量 約 287kg-CO₂
年間で削減！

光熱費 約 78,000円

年間でおトクに！

CO₂排出量 約 670kg-CO₂
年間で削減！

光熱費の変化を
シミュレーションでご説明します！

家族の人数や生活サイクル

によって、相性のいい給湯

器は変わります。

最新の給湯器に変えるだけで、 お財布にも環境にもやさしい♪最新の給湯器に変えるだけで、 お財布にも環境にもやさしい♪

あなたのおうちに最適な

給湯器をご提案します！

お気軽にご相談ください。

最寄りの営業所に「らいふなびを見た」とお電話ください！

ようやるチーム 

森下
ようやるチーム

西岡
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まずは電気の検針票をご用意いただき、「エネワンでんきの
広告を見た」と土佐ガスまでお電話ください！
お客様総合窓口 :088-800-1212

2016 年 4 月から始まった電力自由化により、お客様ご自身で電力会社を選ぶことがで
きるようになりました。土佐ガスでも「エネワンでんき」の代理店として、電力の取り
扱いを開始します。

始めました！

Ｑ：電気代がどれだけ安くなるの？

Ａ：ＨＰで簡単にシミュレーションできます。右の QR コード

からアクセスするか、「エネワンでんき」で検索してください。 

Ｑ：切り替え手続きが大変そう…

Ａ：エネワンでんきの申込書にご記入いただくだけで手続きは完了です！お客様

が四国電力の解約手続きを行う必要はありません。

Ｑ：停電が増えたりしないの？

Ａ：既存の送電線を利用し、電気をお届けします。また電線の管理・保守は四国

電力が行います。電気の品質・安全性は電力会社変更後も変わりません！

電力会社を選ぶって、何をしたらいいの？よく分からないから、

今のままでいいんじゃない？

もったいな～い！エネワンでんきに切り替えるだけで、電気

代がお得になる可能性がありますよ。お客様からよく寄せられ

る質問を集めたので、ご覧ください。

見まもりで安心をサポート！次世代ふろ給湯器

※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

［あいこ］…高知市朝倉西町１丁目 10-16 tel. 088-828-8580
しまんと［あいこ］ …四万十市古津賀 1丁目 139 tel. 0880-35-4372

意外と多い入浴事故の対策に！

見まもり機能をご使用になるには、

GT-C62 シリーズの給湯器と専用リモコ

ンが必要です。

台所リモコンに浴室への入室状況などをお知らせ。

家族のいる台所からも、入浴状況が分かるので安心

して見まもれます。

浴室モニター機能

入浴事故の原因の一つが

「のぼせ」…！家族の声か

けや、早期発見で重度化

を免れた事例が多いです。

最新の給湯器は、入浴時間や入浴状

況をリモコンでお知らせし、気づき

の遅れを防ぎます。

入浴をセンサーで検知してから、一定時間が経過し

たら音でお知らせ。長湯によるのぼせ対策をします。

入浴タイマー機能１

2

6分
入浴

+
　　　　　　GT-C2462AWX BL

メーカー希望小売価格 386,000 円（税抜）

台所リモコン＆浴室リモコン　RC-G001E マルチセット

メーカー希望小売価格 41,800 円（税抜）
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子ども虐待防止
オレンジリボン運動

オレンジリボン運動は「子ども虐待のない社会の実現」を目指す全
国的な活動です。土佐ガスはその活動に賛同し、売り上げの一部を
オレンジリボン運動に寄付する自販機を 2019 年 5 月に設置しまし
た。寄付金は子ども虐待防止の啓発活動を行う、「高知オレンジリボ
ンキャンペーン」の活動費に充てられます。

横浜ガスセンターに、オレンジリボン運動の
支援自販機を設置しました。

担当者より
弊社は日頃から子育てしやすい職場環境作りに積極的に取り組んで
おり、実行委員からお話をいただいた際は「ぜひとも！」とすぐに
設置が決まりました。私自身も一人の親として、活動に共感してい
ます。普段の生活の延長で貢献できるのは、とても嬉しいですね。

高知市葛島 2丁目 3-75　tel.088-885-1289
営業時間 10時 -17 時（土日祝日閉館）

四万十市古津賀 1丁目 139　tel.0880-35-4372
営業時間 10時 -17 時（土日祝日閉館）

ショールームには最新型のシステムキッチン、洗面台、シス
テムバス、トイレ等の住宅設備機器はもちろんですが、実際
の空間提案ができるスペースや天井、壁、床等の建材や照明
にも工夫を凝らし、お客様といっしょにリフォームを創りあ
げるヒントがいっぱいです。今のお住まいで不便に感じてい
ること、理想のリフォームイメージなど、まずはお気軽にご
相談ください。

「みて」「さわって」「一緒に創る」
ショールーム

※ごゆっくり体験いただけるよう、事前にお電話でのご予約をお願いいたします。

高知本社ショールーム 幡多支店ショールーム

国
分
川

葛島橋東詰電停

県立美術館●

●セブンイレブン
南国バイパス

建物北側

P有り

土佐ガス
サニー
タウン

●なかむら
   フィッシング後

川

中村
ショールーム

藤家
R56

平和な湯

建物正面

P有り

「間取りの変更で広々＆移動が簡単に！」
ユニットバスにひびが入ったことがきっかけで、「トイレのにおいが気になる」・「洗面

室を広くしたい！」など、水回りの不便な点を改善したいとご相談いただきました。

アレンド TEL：088-885-1289　アレンド中村：0880-35-4372　

HP 上 で、より詳しい内容を紹介しています。https://www.tosagas.co.jp/case/

Re Living・

お悩みをまとめて解決するため、間取りの変更を提案しました。ほと
んど使っていなかった和室にトイレを移動させることで、トイレと洗
面室、両方のスペースを広げることができました。さらに、室内から
ランドリースペースに直接行き来できるよう繋げました。トイレの後
ろには、壁の形状を活かした収納棚を設置しました。
お施主様の声：最初は「トイレをこんなに広くしないでもいいかなぁ…」
と思っていましたが、優雅に入れてとても気に入っています。夫は「本
でも持って入ろうか」なんて言っています。また、洗面室からすぐラ
ンドリースペースに移動できて嬉しいです。洗濯物だけでなく、お風
呂場の掃除道具やマットも干しています。家の中にはキレイなものだ
けを置くことができ、気持ちがいいです。

アレンド中村　加用

ランドリースペースへの移動が、一度外にでる必
要があり不便でした。そのため普段は和室の窓を
またいで移動していましたが、足をあげるのがし
んどく、大変でした。

Before After

狭くて閉鎖的なトイレ
この窓をまたいで移動し
ていました。
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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

ご体験いただけます。

★エプロンをご持参ください。 088-800-１212お問い合わせ ・ お申し込み

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。

●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。

3月：牛肉のごま味噌ロール

第 75 回 2020 年 3 月 13 日 （金）第 74 回 2020 年 2 月 14 日 （金）

2月：　チキンと彩り野菜のアンチョビ焼き＆くるみのブラウニー

　12 歳と 2 歳の孫たちは床暖房がお気に
入りで、冬場は床の上に寝ころがって遊
んでいます。低温やけどやコードをひっ
かける心配がないため、自由に過ごせる
のがいいですね。「おじいちゃんくはぬく
いき大好き♪」と、とても喜んでくれます。
　また年末には、生まれたばかりの末の
孫が初めて我が家にやってきます。送風
によるホコリや運転音を気にせずに、赤
ん坊も安心して招くことができます。家
族の団らんに床暖房は欠かせません。

土佐ガスグループ　宮坂


