
入浴やトイレの

介助が大変

福祉用具や介護の悩み…

どこで相談すればいいの？

詳しくは次のページをご覧ください！

福祉用具や介護について知りたい

方は aico にご相談ください！

2020 年 12 月、四万十市にもショー

ルームがオープンしました

aico しまんと

山本

退院する

家族のために

住宅改修をしたい

最近つまずくこと

が多くなった…

転倒が心配　
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●aico しまんとショールーム

●アレンドRe・Living「暖かく使いやすい水廻りに変身！」

●太陽光発電で余った電気…どうします？

●土佐ガスグループが取り組む防災対策
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※サービス実施地域を設けています。

詳しくはお問い合わせくだい。
※ご相談内容に応じて、aico と aico しまんとスタッフが連携を取りながら

お手伝いさせていただきます。まずはお電話にてお問い合わせください。

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） 

［あいこ］
朝倉ショールーム

http://aico.tosagas.co.jp/

土佐ガス　aico

aico しまんとショールーム

福
祉
用
具
の
体
験
＆
購
入

福祉用具や介護の相談

住み慣れた我が家で

ずっと暮らしたい…
その気持ちを土佐ガスは応援します！

最近の杖って色やデザインがこんな

に豊富なのね。形によって握りやす

さが全然違うわ…試してよかった！

「ちょっと見せてや」と、

気軽にお越しください♪

おでかけのついでに、ふ

らっと立ち寄れるような

場所を目指しています

フォーマルな靴にも歩き

やすいものがあるのね！

TPO にあわせてコーディ

ネートできるわ

履きやすい靴、杖、シルバーカー、ベッド、車いすなどの福祉用具を実際に体験できるショールームが、2020

年 12 月四万十市にオープンしました。実物を見て触って、 身体の状態や生活環境にあった福祉用具をお選びい

ただけます。事前にご予約をいただきましたら、資格を持った専門スタッフが対応いたします。

ベッド

ポータブル

トイレ

昇降機

スロープ

トイレ 床暖房ベンチ

靴・杖

入浴用具

車いす・歩行器

シルバーカー

↑

入口

受付

おしゃれも
楽しめる杖

段差の昇り降りが

不安になってきた
おむつをしている

のに漏れる

福祉用具

レンタル
住宅改修

福祉用具
ショップ
販売

歩くのが
楽になる靴

aico しまんと

武藤

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） 

tel. 0880-35-4372

四万十ショールーム

しまんと［あいこ］

56

サニー
タウン

スズキ
四万十温泉
　平和な湯

中村駅
　方面

古津賀駅
　　方面

ダイハツ

ダイソー 藤屋

ドーム23
四万十店

中村フィッシング

土佐ガス幡多支店内

手すり

aico しまんと 山本
福祉用具プランナー・

福祉住環境コーディネーター 2級

aico　梅原

おむつフィッター 1級

aico　楠瀨

おむつフィッター 1級

住み慣れた我が家でずっと暮らし

ていくには、ちょっとした不便を

我慢しないことが大切です。玄関

や階段など「ちょっとつかまるも

のが欲しい…」と思う場所はあり

ませんか？手すりが 1 本あるだけ

で、安心して生活できますよ！

「朝起きたら布団まで漏れ

ていた」「くしゃみをした

らちょこっと漏れる」そん

な排せつのお悩みはありま

せんか？

専門の資格を持った私達に

ご相談下さい。おむつの選

び方や使い方だけでなく、

様々な解決策を一緒に考え

ましょう！
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「暖かく使いやすい水廻りに変身！」
浴室・洗面脱衣場・トイレが窮屈なうえ、タイル貼りで「とても寒い！」とお困りでした。

間取りの変更や増築で広さを確保し、暖かく使いやすい水廻りに変身です！

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。http://www.tosagas.co.jp/case/

Re Living・

アレンド 坂本

洗面台の半分が洗濯機にふさがれていました。身体を
斜めにして使うなど、窮屈な思いをされていました。

旦那様：着替えていると洗面台に足があたるんですよ。それくらい以
前は狭かったですね。その洗面台も洗濯機が邪魔で真正面から使えな
い…本当に不便でした。今はどこにもぶつかることなく、悠々と着替
えられます。今の使いやすさから将来に向けた備えまで、やれること
は全てやった！と満足しています。
奥様 : 洗面所やトイレのにおいがなくなったのが一番の驚きです！に
おいがないと清潔な印象に変わりますね。

お施主様の声

Before

北側を少し増築し、洋式と男性用と２つあったトイレを１つ
にする・収納棚は壁に埋め込む・扉を引き戸にするなどして、
それぞれ十分な広さを確保しました。洗面所が広くなった分、
衣類乾燥機「乾太くん」も設置しました。
洗面脱衣場・トイレ共に、壁は調湿機能や消臭機能があるエ
コカラットを貼りました。じめじめしがちな洗面空間を快適
に保ち、トイレのにおい対策にも有効です。さらに、トイレ
の床は光触媒作用があるハイドロセラフロアを貼りました。
照明の光に当たるだけでウイルスや雑菌を分解します。

浴室 洗面脱衣場

洋式
トイレ

男性用
トイレ

洗濯機

浴室 洗面脱衣場

洋式トイレ
洗濯機

After

メリットの説明～～～～～～～～～～

自宅の太陽光発電から電気自動車に

充電するためには、 V2H という機器

が必要です。

太陽光発電で余った電気…どうします？

脱炭素社会で注目！太陽光発電×電気自動車

V2H の設置も土佐ガスにお任せください！

太陽光発電の固定価格買取期限が終

わった後、余剰電力をどう活用した

ら得なんだろう…？

そこで蓄電池や電気

自動車と組み合わせ、

自家消費する方が増

えています。

固定価格買取期間が終わっても

売電を続けることは可能ですが、

従来よりも買取単価が安くなる

ため、メリットが下がります。

●売電を続ける

●蓄電池を設置する

●電気自動車の充電に使う

導入のきっかけ

固定価格買取期間の終了に向け、 余剰電力の活用を検討された K 様。 電気自動車を 2 台所有

されており、 電気自動車への充電で自家消費できるよう、 ご自宅の設備を整えました。

また K 様は停電時の備えというメリットにも注目されました。 電気自動車を非常用電源として使用

する方法は、 特定のコンセントからだけ使用する方法 （特定負荷型） と、 ご自宅の電気設備のほ

ぼ全てに使用する方法 （全負荷型） と 2 種類あります。 過去の停電時にエアコンが使えず困った

経験から、 K 様邸では後者を選びました。

土佐ガスを選んだ理由

他社の施工写真を見て、 配線工事の仕上がり

に不安を抱かれていた K 様。 弊社の技術力を

信頼され、 ご依頼いただきました。 ご希望の

設置位置とご自宅の状況をしっかり確認し、 配

線がすっきりと納まるよう、 見た目もキレイに仕

上げました。

※自宅の太陽光発電から電気自動車に充電するためには、 V2H という機器が必要です。

余剰電力の活用法

余剰電力

携帯電話 照明

V2H

太陽光発電

電気自動車

充電

給電

メリット

1

メリット

2

太陽光発電の余剰電力を電気

自動車に充電して、 電気代を

節約できる

停電時に電気自動車から家庭

に給電できる

メリット

3 自宅で急速充電できる

HP 上 で、より詳しい内容を紹介しています。http://www.tosagas.co.jp/homemaking/v2h/

お問い合わせはお客様総合窓口 088-800-1212 までお電話ください。

南国市 K 様邸

V2H

V2H 用分電盤

冷蔵庫

分
電
盤

ようやる
中川
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東南海地震の被害想定ビデオを視聴

地震発生！訓練スタート

初期振動の間は、机の下などに避難

初期振動が収まれば、屋外に避難

余震などに注意しながら、復旧に着手

土佐ガスグループでは、災害などの緊急事態にお客様と社員の安全を守るため、様々な防災対

策に取り組んでいます。その一環として、南海トラフ地震を想定した防災訓練をグループ全営

業所で順次行っています。被害を最小限に抑え、重要な業務を継続し早期復旧を図ることが、

お客様の生命と生活を守ることに貢献できると考えています。

訓練の後、非常食の試食会を行いました。

土佐ガスグループが取り組む防災対策

土佐ガスグループではガス設備

の被害を最小化するための予防

対策、二次災害の発生を防止す

るための緊急対策、ガス供給の

迅速な再開のための復旧対策を

行っています。 詳しくは HP をご

覧ください。

土佐ガス HP にて、地震が起きた

時のご家庭での対応をご案内し

ています。避難時のガスボンベ

の処置や、安全が確保できた後

にガスのご使用前に確認いただ

くことなど、ぜひ平時にご覧に

なって確認してください。

その他の取り組み ご家庭でのお願い

http://www.tos

agas.co.jp/gui

de/bousai/

http://www.tos

agas.co.jp/gui

de/question/

訓
練
の
流
れ

実際に訓練をしてみると、棚が固定されていなかっ

たり、机の下が一杯で避難できないなど、普段は

気付かない危険が見えてきました。そういう項目

を発見し改善できたのも、訓練をやったからだと

思います。これからも防災

訓練を実施し、訓練を通じ

て防災意識を高め、お客様

と社員の安全を守ることに

つなげていきます。

          BCP 担当 :片岡

初めて大規模な避難訓練を行い、指示に戸惑いま

した。事前に訓練できてよかったです。また地震

発生後、建物やボンベを点検する重要性を改めて

感じました。保存食も初めて食べました。美味し

かったですが、よくかき

混ぜないと味が偏ったり、

硬いところができると分

かりました。

　 窪川ガス責任者 :南部

机の下が荷物で一杯だと、いざとい

う時に避難できません。

防災マップなどを参考に、自分たちの生

活圏の災害リスクを把握しましょう。

毎月の電気代が安くなる？！
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。

費用負担

0円！

ご自宅で

らくらく

手続き♪

電気の

品質 ・安定性は

そのまま！

ホームページではエネワンでんきへ変更した場合の電気料金の目安や、よくある

ご質問を掲載しています。お申し込み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」と最寄りの営業所までお電話ください！

2021年 7月より、ガス料金の明細書は

Web 明細に切替わります。Web 明細
ガス料金の明細書2021 ７

ご利用明細 ご利用明細

毎月郵送される明細書に代わり、

土佐ガスグループ会員サイトか

らご利用明細をご確認いただく

サービスです。環境保全を目的

とした、紙の使用量を削減する

取り組みの一環です。

●環境にやさしいペーパーレ

スで、個人情報を破棄する手

間がなくて安心

●最大 6ヶ月分の明細を、

Web からいつでも確認できる。

2021 年 5 月以降、お手続き

のご案内はがきを当社にご登

録いただいている住所にお送

りします。お手続きが完了す

るまで、大切に保管してくだ

さい。

Web 明細って？ Web 明細のメリット 切替えに必要なお手続き
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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。

床暖房早割、今年もやります！

5月 ~10月末日予定2021

●●

●

●

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 時間受け付けています。

普通に干すと乾いた時に硬くなってい

たタオルなどもふんわり柔らかで、肌

触りが良かったです。（南国市Ｕ様）

乾きが早く干す手間が省けると、我が家

の女性陣から強い希望がでました。

（高知市 I 様）

洗濯の効率があがり、ストレスなく

家事を行えるようになりました！

（南国市Ｍ様）


