
●台所の油汚れ…放置していませんか？

●ガス給湯器の凍結対策　●乾太くんは冬も大活躍

●ご自宅の地域に公共下水道は整備されていますか？

●福祉用具や介護のお悩みは aico にご相談ください！
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大掃除の度にやろう

と思うけど、結局そ

のままなのよね…

大掃除にあわせて、丸ごと

お取替えする人が増えてい

ますよ

わぁ～！これ

からは大掃除

に慌てなくて

もよさそうね

うちのコンロは何年？と

気になったら、お気軽に

お問い合わせください！

さらに最新型は、日

常の簡単なお手入れ

でキレイが保てます

ご使用年数が長期（10 年以上）になると、不具合も

増えてきます。急に壊れる前に、今取替えて気持ち

よく新年を迎えませんか？

え～まだ使えるのに

取替えるのは、もっ

たいないような……

蛇口
●固くてまわらない…

●しまりが悪い…

●庫内がにおう…

●運転しない…

●床がきしむ…

●凸凹している…

こんな不便も我慢していませんか？

意外と簡単にお取替えできますよ！

まずは「LifeNAVI を見た」と最寄りの

営業所までお電話ください。

ギ
シ
ギ
シ

フローリング食洗機

コンロや

レンジフードは

作業時間

1日程度で

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！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）

ガス機器の標準使用期間は

製造から 10 年です

施工前

施工後施工中

ようやる 谷脇

台所の油汚れ…

放置していませんか　
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高知市 K様

ガス衣類
乾燥機 は冬も大活躍

冬場は洗濯物が乾きにくいし、仕事から帰って冷え込んだ洗濯物を取

り込むのは気が滅入りました…。乾太くんのおかげで干す手間が省け、

さらにフワフワに仕上がるので、洗濯のストレスがなくなりました！

ようやる 安井

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。

乾太くんを無料で１週間お試しいただけます !

乾太くんご愛用者様の声

子供の洗濯物もすぐ乾く！ 重いシーツを干さなくていい！

ペットの毛が取れる！

子供が出し忘れた洗濯物も、今日洗って明日

すぐ使えます！乾太くんのおかげで子供に余

年々洗濯物を干すのがしんどくなっていまし

た。特に濡れたシーツが重くて、こまめに洗

長毛種の犬が 3 匹いるので、洗濯前にペットの毛を取るのが習慣に

なっていますが、それでも取りきれません。乾燥時に残り毛が取れる

のは本当ありがたいです。（50 代男性）

裕を持って接することがで

きます（笑）靴も乾いて大

助かりです！（40 代女性）

濯できず、難儀していました。

好きな時に洗濯できるのは気

持ちいいですね。（70 代女性）

予想最低気温に注意

給湯器の凍結を防ぐ方法

-4℃
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

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。

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

ガス給湯器の凍結対策ガス給湯器の凍結対策
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。凍結の恐れがある日は、事前にしっかり対策して凍結を防ぎましょう。
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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

tel.0880-35-4372　四万十市古津賀 1丁目 139

月～金曜　9時～ 17 時（祝日・年末年始を除く） 

四万十ショールームしまんと［あいこ］

※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

https://aico.tosagas.co.jp/土佐ガス　aico

食器類

入浴用具

専門知識を持ったスタッフが、年齢を

重ねても自分らしく暮らし続けるお手

伝いをしています。

福祉用具や介護のお悩みは aico にご相談ください！

aico 本田 aico 間﨑

シューフィッターがあな
たに合う靴をチョイス！靴

aico 北村
シューフィッター

aico 梅原
おむつフィッター
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サニー
タウン

スズキ

中村駅
　方面

古津賀駅
　　方面

ダイハツ

ダイソー 藤家

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

公共下水道が使用開始となった地域では、条例により下水道接続が原則義務付けられています。

下水道切替え工事にあわせ、
玄関まわりやトイレをリフォームする方が増えています！

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

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。

ご自宅の地域に公共下水道は整備されていますか？

ガーデニングが趣味で、工事に

あわせて花壇を作りました。歩

きやすいよう整備され、見た目

もスッキリしました。

公共下水道処理区域内の申請者２人以上でグループを構成すると、下水道に接続する際に助成

金が交付される制度です。最大で 12 万円お得になる可能性があります。グループを組ん

で助成金が使用できるように、私たちが申請を行いますので、ご相談ください。また、2024

年度以降は対象となる条件が変更されます。ご検討中の方は早期の接続をおすすめします。

18 年以上の実績

土佐ガスの上下水道専門チーム【アクア】

は、下水道工事指定工事店です。「知らな

い業者に頼むのは不安だけど、土佐ガスさ

んなら安心だわ」というお声をいただいて

います。

一貫して土佐ガスが担う自社施工

打ち合わせから施工、アフターフォローま

で全て土佐ガスが行います。お客様のご要

望を営業と施工が一緒にお聞きし、柔軟に

対応いたします。

グループ

助成金制度の

お手続きも

お任せください！

高知市F様

BF AF

和式と洋式で２つあったトイレを

１つにしたら、広々と使えて快適

です！暗く寒い印象から、明るく

清潔な空間に大変身です。

いの町M様

BF AF

土佐ガスだから水まわりも安心！【アクア】

上下水道班 営業

札 片岡 上村 大原
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日ごろより、LifeNAVI をご愛読いただき、ありがとうございます。2002 年の創刊以来、今日まで 19 年間発行

してまいりました。環境保護への取り組みの一環として LifeNAVI の役割を見直し、今号をもちまして休刊する

ことにいたしました。これまでのご愛読、誠にありがとうございました。

今後は Web 明細ご利用者様に向けた LINE 公式アカウントを通じて、高知の暮らしに役立つ情報やお得なキャン

ペーン情報をお届けしてまいります。引き続きご覧いただけますと幸いです。

LifeNAVI 編集部

お店紹介 担当からのご挨拶 キャンペーン情報

配信内容

LifeNAVI 休刊のご挨拶

Web 明細のお手続きはお済みですか？

ID:＠tosagas

この QR コードから
登録できます

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、2021 年 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。土佐

ガスグループ LINE 公式アカウントを通じて Web 明細にご登録いただいた方には、ご請

求金額確定のお知らせが毎月届きます。さらに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。Web 明細サービスへのお手続きがお済みでない方は、是非簡単

で便利な LINE からお手続きください。

❶右の QR コードから、土佐ガスグループ LINE 公式アカウントをお友だち登録。

❷LINE メニュー画面の「Web 明細」を選ぶ。

❸新規会員登録（無料）より、手順に従って登録。

※ご登録には LINE アカウント、ID と認証キー、メールアドレスが必要です。ID と認証キーの再発行をご希望の方は、お客様総合窓口

（088-800-1212）までお電話ください。またご請求金額確定のお知らせ以外の配信を希望されない場合は、お客様総合窓口（088-800-1212）

までお電話ください。


