
●ココが知りたい！電力自由化　●太陽光発電×蓄電池のススメ

●アレンドRe・Living「楽しさがつまったダイニングキッチン」

●aico でしょ「春のおでかけを応援！シルバーカー」

●お店紹介　大津「あぜち食品」

電力会社を切り替える

だけで、お得になる可

能性がありますよ！

光熱費が高くて

困るわぁ…

え～……？よく分からな

いから、今のままでいい

かなぁ…

もったいな～い！

詳しくは次のページをご覧ください！

電力自由化の気になるポイントを

土佐ガス社員がズバッと

お答えします！
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ココが知りたい！電力自由化

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。

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。

既存の送電線を利用し電気をお届けするため、電気の品

質・安全性はこれまでと変わりません！また、電線の管

理・保守は従来通り四国電力が行います。自然災害や事

故などで停電した時に、電力会社を変えたことで復旧が

早い・遅いということはありません。

大手 LP ガス会社である株

式会社サイサンが運営して

います。土佐ガスは同業者

として長年お付き合いがあ

り、電気販売の代理店契約

を結びました。

切り替え手続きが大変そう…

四国電力をご利用中の標準的な 2～ 4 人家族の方が、エネワン

でんきに変更した場合のお得額はこちらです！

ようやる中村

小坂

ようやるチーム

中川
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窪川ガス

古谷

Ｑ１ 

電気代がどれだけ安くなるの？Ｑ4 

停電が増えたりしないの？Ｑ2

エネワンでんきはどこが運営しているの？Ｑ3

お申し込み 20 万件

を超えるエネワンで

んきに、安心してお

任せください！　　
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2人家族の場合
年間約 3800kwh 使用

四国電力料金 約 98,200 円→エネワンでんき料金 約 95,400 円

※この電気料金は、財団法人省エネルギーセンターの地域統計別データである【家庭用エネルギーハンドブック】より自社で計算した、家

族人数ごとの標準的な電気使用量に基づいております。

年間約 2,800円お得に！

3人家族の場合
年間約 4620kwh 使用

四国電力料金 約 121,000 円→エネワンでんき料金 約 116,500 円

年間約 4,500円お得に！

4人家族の場合
年間約 5200kwh 使用

四国電力料金 約 137,500 円→エネワンでんき料金 約 131,500 円

年間約 6,000円お得に！

ご家族の人数や使用状況によって金額は変わりま

す。個別のシミュレーションで詳しくご説明いた

します。導入までのお手続きも土佐ガスがしっか

りサポートします！気軽にご相談ください。

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！

088-800-1212土佐ガスグループ
お客様総合窓口
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「楽しさがつまったダイニングキッチン」
小さい子供さんが楽しく遊び、娘さんが楽しく料理を作り、そしてお母様が楽しく過ごす。

「ご飯を食べるだけ」の場所が、家族で楽しさを共有できる空間に大変身です！

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・

オープンキッチンでつながりは感じられつつ、料理する場所・くつろぐ場所と、スペー
スで用途を分けています。仕切りの壁にはホワイトボードシートを設置。お孫さんが壁
に絵を描いて遊べます！南面の壁はグリーンのクロスでアクセントをつけました。ただ
「食事をする場所」だけでなく、家族三世代みんなが集える場所になりました。

アレンド 池田

暗い雰囲気の部屋と、収納面な
どで使い勝手が悪いキッチンに
不満を感じていました。さらに
引き戸の半分を食器棚がふさい
でいて、出入りに苦労していま
した。 

AfterBefore

キッチンの左側に壁付家電収納キャビネットを
設け、さらに背面に収納をまとめることで、収
納 + 作業スペースの確保が実現。スッキリ＆
広々した印象を与え、料理の動線も効率的です。

家事をしながら、子供（お孫さん）に目が届くのがいいですね。小さな
子供が安心して動き回れるように、床暖房を入れています。最初は「そ
こまではいいかなぁ…」と思いましたが、ストーブでやけどする心配が
なく、のびのびと遊んでいる姿を見ると「正解だった！」と感じます。

お施主様の声
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収
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太陽光発電 ×蓄電池のススメ
太陽光発電とあわせて、蓄電池を導入するご家庭が増えています。初期費用は高価ですが、
節電効果や停電時の非常用電源として大きなメリットがあります。

太陽光発電 蓄電池

×

節電
効果

停電時

の備え

太陽光発電で賄えない時間帯の
電気をカバーできる！

停電時の非常用電源
として活躍する！

あらかじめ設定した家電へ、 優先的に自動で電源供給できます

合計約 430W 程度の場合、 最大 23 時間連続使用できます！
●京セラ算出による。連続使用可能時間は使用状況や設置場所により異なります。●自立運転の電源を使用する際、生命にかかわる機器は絶対に接続しないでください。
※ケーブル TV・光回線 TVや、地上デジタルチューナーをご利用の場合は、それぞれ情報分電盤・チューナーの電源確保が必要となります。

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

屋外設置イメージ

停電時の電力使用例　大容量タイプ （12.0kWh） の場合

冷蔵庫 扇風機 TV※ 携帯電話 パソコン 電気スタンド
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4月 ~10月末日2020
期間中にお申し込みの方は、 施工費が通常よりお得になります！詳しくはお問合せください。

大好評御礼！大好評御礼！大好評御礼！大好評御礼！ フライング開催フライング開催フライング開催フライング開催床暖房早割

ご好評につき、今年は１ヶ月早く開始します！

お問い合わせ・ご注文は tel:088-866-5453（平日 9時 -17 時）または http://azechifoods.com/ まで。

お店紹介お店紹介 有限会社あぜち食品

オリジナルポップコーンは用途に合わせてサイズが選べ

ます。1 個 80 円～税別、10 個から対応。単価が安く、

好き嫌いがないお菓子のため、企業のノベルティ・個人

のプレゼントと、アイディア次第で大活躍します！

→イチオシは梅かつお味。梅

の爽やかさと、カツオの旨味

がフワっと溶ける絶妙なバラ

ンスにリピーター続出です！

笑顔はじける高知の味
映画館で食べた甘いシュガーコーン、ひな祭りを彩ってくれた花き

び…そんな高知の思い出の味を受け継ぐ「あぜち食品のポップコーン」。

フワっと溶けるような口どけと、サクっとした噛み応えを両立させる

食感は、大型の製造機ではなく、手づくりに近い形で丁寧に作られて

いるから実現します。またポップコーン（特に塩味）は原材料がごく

ごくシンプルだからこそ、誤魔化しがききません。「ポップコーンって

こんなに美味しいんだ！」と、きっと驚きます！

一番人気は塩味・キャラメル味、他にも梅かつお味・カレー味・醤

油バター味・コーンポタージュ味と豊富に取り揃えています。高知県

内のスーパーや、オンラインショップでご購入いただけます。

さらに結婚式・文化祭・バザーなどのイベントに向けた、あなただ

けのオリジナルポップコーンとしても注文可能です。詳しくは下記 HP

をご覧ください。
代表取締役　和田さん

インパクトもサイズも特大！ 1kg の巨大ポップコーン

（1,500 円～税別）は、おもしろサプライズお菓子とし

て景品やプレゼントで大好評間違いなし。

←商品発送時のおまけとして緩衝材代

わりにポップコーンを同封していたこ

とから商品化。SNS で一躍話題に！

春のおでかけを応援！シルバーカー

※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

それなら

シルバーカー

を試してみる？

最近歩くと

すぐ疲れて…

シルバーカー

ってこんなに

種類があるの？
え～？！

バスや電車で

持ち運びたい！

そんな方には軽量で

コンパクトなタイプ

がオススメです

そうねぇ…私は近所で買い物

する時に使いたいから、荷物

がたくさん入ると嬉しいわ

コンパクトなのに大収納力な、

こちらのシルバーカーはどうで

しょうか？バッグの上に買い物

カゴを載せることもできます！

使い方にあわせて、

オススメの商品を選

んでくれるのね！

このシルバーカー

は、片手で簡単に

折りたためます！

アロン化成株式会社

「さんぽっぽ」

26,500 円（税抜）

株式会社島製作所

「アルト」

25,500 円（税抜）

【シルバーカーでよくあるご相談】

今回ご紹介した商品は aico 朝倉

ショールームで実物をご覧いただけ

ます。お気軽にお越しください。

どれを選んだら

いいのかしら？

たくさんあって

困るわ～…

そんなお悩みは

aico にご相談

ください！

aico スタッフ 上村 aico スタッフ 二神
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高知県内でお引越し予定の方へ高知県内でお引越し予定の方へ

土佐ガスだから安心 ・安全！

40 代女性

メーカーに修理依頼をしたら

2・3日かかると言われましたが、

土佐ガスさんはすぐ対応してく

れました！

会社の規模が大きく社員数も多い

ので、災害時などいざという時に

頼れる安心感がありますね。

60 代男性

創業

68年

緊急時は 16 時までのご連絡は　

即日修理対応24時間対応

従業員数

１58名
※2020 年 1月現在

窪川ガス

古谷

ようやる中村

小坂

土佐ガスでよかった！お客様の声

土佐ガスは高知県内でガスを供給しています。お引越し先でも、

是非ご利用ください！

さらに土佐ガスはガスの供給だけでなく、住

宅リフォームや福祉用具のレンタル・販売な

ど、みなさまの暮らしを総合的にサポートし

ます！お気軽にご相談ください。


