
温水便座が

壊れた…
蛇口のしまり
が悪い…

照明が
暗い…

レンジフードの

汚れがひどい…

ようやるチーム 周治

詳しくは次のページをご覧ください！

長年暮らしていると

ちょっとした修理はつきもの…

ガス器具以外の修理や

お取替えも、土佐ガスが

まとめて解決しますよ！

ガス器具以外も

お願いできるの？！

部屋の片づけや

工事に立ちあう

時間がない…

忙しくて
無理っ！

どこに

頼めばいいか

分からない…

壊れたままで

我慢しよう…
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●おうちの困り事「どこに頼んだらいいの…？」と悩んでいませんか？

●部屋の温度を変えずに換気する方法

●乾太くんが欲しい！けど置く場所がない…とお悩みの方へ

●aico でしょ「排せつケアの専門家・おむつフィッター 」
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簡単に取り換えできる

なんて知らなかった。

1 日くらいなら時間を

作れそう！

蛇口みたいな小さなことを頼む

のは、気が引けてたのよね。もっ

と早くに頼めばよかったわ

温水洗浄便座
●温まらない…

●水がたれる…

蛇口
●固くてまわらない…

●しまりが悪い…

●吸い込みが悪い…

●汚れがひどい…

レンジフード

こんな不便…我慢していませんか？

意外と簡単にお取替えできますよ！

ガス器具以外もOK

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！

私達に
おまかせ

ください！

次の日に来てくれた！

以前メーカーに修理を頼んだ時は、

一週間近く待たされました。そこで

今回は土佐ガスさんに頼んだら、次

の日にはすぐ下見に来てくれまし

た！素早く対応してくれるので、何

かあった時には安心

ですね。

（土佐市 M様邸 )

まとめて解決できた！
知らない業者を家にあげたくなくて、壊れ

ても放っていました。土佐ガスさんが点検

で来た時に「うちでも直せますよ」と教え

てくれて助かりました！きっかけは温水洗

浄便座でしたが、扉の修理やクロスの貼替

えなど、家の中で気になっ

ていたことがまとめて解決

できました。

（高知市 O様邸）

その他 LED 照明・食洗機なども、作業時間 1 日

程度で簡単にお取替えできます！

まずは「LifeNAVI を見た」と最寄りの

営業所までお電話ください。

２１ 施工前 ３ 施工後施工中

古いレンジフードがスッキリ ・ スリムに！例えば…

小さなことでも喜

んで！どこに頼ん

だらいいか迷った

ら、土佐ガスにご

相談ください

ようやるチーム 周治
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急に寒くなった時‥‥

と、 我慢したことはありませんか？

灯油がない
ホットカーペットや
コタツを片付けた

灯油の残量を気にせず暖房が使えます！

器具を出し入れする手間なく暖房が使えます！

約４万 9500円～

工事費 1 畳あたり （税込）通常
価格 約3万 9600円～

工事費 1 畳あたり （税込）早割
価格

約 3万 3000円～
（税込）

通常
価格

約2万 7500円～
（税込）

早割
価格

ガスファンヒーター

ガス温水式床暖房

リンナイ SRC-365E

部屋の温度を変えずに換気する方法

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

熱交換形換気機器

ロスナイ

換気の際に捨てられてしまう、室内の暖かさや涼しさ

を再利用（熱回収）しながら換気する機器です。約 5

～ 8 割の熱エネルギーを回収でき、夏期・冬期の冷暖

房負荷を低減します。ご自宅やオフィス、店舗などに

設置できます。

換気のために冷暖房

が無駄になるのは、

仕方ないのかしら…

冷暖房を無駄にせ

ず、換気する方法

がありますよ！

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。

夏から秋に設置すれば、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。

※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。

※予約商品として販売しております。お届けは 2021 年 9 月以降の予定です。

給油の手間なく、

本体も軽い♪

ガス栓の設置は

1日程度！

床の張り替えや

畳替えを

ご検討中の方にオススメ

工事は

最短 1日～

エアコンは運転開始時の消費電力が大きいため、換気の際に冷暖房を消す

よりも、つけたままの方が電気代の節約につながります。

できるだけ部屋を暑く・寒くしないで換気したいと思いませんか？冷暖房を使う

夏と冬に、効率よく換気するポイントをご紹介します。

暑く 寒く

夏 まず換気して、 部屋の熱を逃がす

部屋の温度を保ったまま、 換気ができます！

冬 しっかり暖めてから換気する

換気して部屋の熱を逃がしてから冷房をつけると、効

率的に部屋を涼しくできます。

まず部屋を暖房で暖めてから換気すれば、冷たい空気

が入っても床や壁の熱を感じることができます。

ワン

ポイント

❶ ❷
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どのおむつを

買えばいいのか
分からない

おむつを
しているのに

漏れる…　

軽い尿漏れが

あり、パンツが

濡れる…

私達、おむつフィッターと一緒に解決しましょう！

排せつのこんなお悩み…1人で抱えていませんか？

紙おむつの種類

排せつケアの専門家 ・ おむつフィッター

おむつフィッターとは
排せつのお悩みに対し医療や住環境、適切な福祉用具など、幅広い視点

からご提案することができる資格です。

専門の知識をもっ

た、私 達 お む つ

フィッターがお手伝

いします！男性・女

性両方のスタッフ

が、ご希望に応じて

対応します。

排せつのお悩みは身

体の変化に伴い、誰

にでも起こることで

す。「年齢のせいだか

ら仕方ない」「恥ずか

しい」と思わずご相

談ください。

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

土佐ガス　aico

まずはお気軽にお電話ください。HP でも排

せつに関する情報を紹介しています。

aico 梅原

❶パンツ型紙おむつ ❷テープ止め紙おむつ ❸ホルダーパンツ

❹尿取りパッド

aico 楠瀨

aico 岸本

市販のおむつは数百種類もあるんで

す。その中からお身体の状態や生活

環境にあわせて選ぶことが大切で

す。aico では、ご購入前にサンプル

　　　　　をお試しいただけます。

※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

ガス衣類
乾燥機 が欲しい！けど置く場所がない…とお悩みの方へ置く場所がない…

高知市K様邸の場合

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。

軒下などの屋外でも設置可能です！

雨風に直接さらされない、軒下・ウッドデッキ

やガレージなどに置けるスペースがあれば設置

ができます！雨や風から本体を保護する、専用

のカバーもございます。

設置前のお悩み

設置後の感想

ようやるチーム

安井

タオルを洗濯機で乾かしていましたが、冬場は 2時間近くかけても乾ききっていないことが多く、

ストレスに感じていました。乾太くんなら50分程度で乾くことを知り、購入したいと思いました。

ですが、乾太くんを設置したい場所には窓があり、窓をふさぐことが引っ掛か

りました…。諦めきれずによくよく考えたところ、共働きで日中家にいることが少なく、電気

をつけることが多いと気づき、購入を決めました！

本当にタオルが 50 分程度でしっかり乾き、ストレスがなくなりました！乾太くんを設置したこ

とで以前よりも日中暗く感じますが、想像していたほどではなく、気になりません。

また、ギリギリ窓を開けることができるよう、設置位置を調整してくれて感謝しています。

スペースを有効活用できるよう、オリジナルの棚や台なども土

佐ガスが作成します。「うちには置けない…」と諦めず、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！
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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

この度、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、毎月のガスご利用明

細書を、紙でのお届けから、弊社会員サイトにてご確認いただける Web 明細サービス（無料）

に移行させていただきます。切替えに必要なお手続きについて、当社にご登録いただいてい

るご住所にご案内はがきをお送りしています。

※土佐ガスグループ LINE 公式アカウントを友だち登録いただき、かつ土佐ガスグループ会員サイトにご登録いただ

いた方が対象です。ご登録方法やキャンペーンの詳細は、ご案内ハガキをご確認ください。※Amazon は Amazon.com, 

Inc. またはその関連会社の商標です。

早期登録キャンペーン

1万円 ・1万円 ・
Amazon
ギフト券
Amazon
ギフト券 500円500円

ローソン
お買物券
ローソン
お買物券 などなど

土佐ガスグループ LINE 公式アカウントを経由して Web 明細をお手続きいただいた方に

6/30
（水）まで

抽選でプレゼント！


