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◆「釧路ガスリフォームフェア」
　 in タカラ釧路ショールーム

◆いつでもオトクなガスコンロのご紹介
5月12日（土）･13日（日）の2日間開催

おうちの電気はガスでつくろう！

ガスマイホーム発電
釧路ガス 工事課 までご相談ください TEL.22-8101（代）内線231

おうちのガス管はだいじょうぶ？

見えないところで腐食が進行しています。

敷地内のガス設備は「お客さまの大切な資産」です。
ご存知ですか？

年数が経過したガス管
取替のおすすめ！

ガスメーターを除き、お客さまの敷地内に埋設されている
ガス管と建物内のガス管は「お客さまの大切な資産」です。
そのため、年数が経過したガス管の修理や取替にかかる
費用はお客さまのご負担となります。

お客さまのもとへ「都市ガス」を運ぶガス管。

安全・快適にガスをお使いいただくため、古くなったガス管は、

早めの取替をおすすめいたします。（お取替は有償です。）

土の中に埋設された材質が亜鉛メッキのガス管（白ガス管）は、年数を経る
とともに腐食が進行します。埋設環境によりますが「およそ２０年が取替の
目安」とされています。釧路ガスでは、昭和58年から「腐食・地震に強いポリ
エチレン管」を採用しており、上記以前に埋設されたお客さまには、「安心・
安全」のため取替をお勧めいたします。（お見積りは無料です）

道 路 お客さま敷地内

お客さまの資産ガス事業者の資産

新しい

古い

ポリエチレン管

ポリエチレン被覆鋼管

硬質塩化ビニル被覆鋼管
腐食・地震に強い
ガス管を使用します。
場所に合わせ、最適な
ガス管へ取り替えします。

ご相談・お問い合せは、お気軽に

☎0154-22-8101
釧路市寿4丁目1番2号

当社を装った不審者について
最近、当社と全く関係のない者が「釧路ガス」または「ガス会社」
を名乗り、お客様宅を訪問し不審な行動をとるといったことが発
生しております。
釧路ガスの社員および当社の委託を受けた係員がお客様宅にお
伺いする際には、必ず身分証明書を携行しております。
※不審に思われた場合は、当社までお問い合せください。

※当社取扱い商品は、都市ガス（13A）機器です。※ガス機器の販売は当社供給区域内に限ります。
※掲載金額は消費税込みです。㋱はメーカー希望小売価格です。
※掲載の価格は、平成31年3月末まで有効です。

RTS65AWK14RG-C

54,000円特別
価格

テーブルコンロ（卓上据置きタイプ） ビルトインコンロ（キッチン組込みタイプ）

PD-N60WV-60CV

配達・取付・ゴムホース・バンド・
現在ご使用のコンロ処分無料

センサー

オート
グリル

イージー
クリーン

パール
クリスタル
トップ

水なし
両面焼

ラクシエ Sシリーズ

（税込） （税込）

保存版！保存版！いつでもオトクなガスコンロ！
セール以外の時でも、いつでもオトクに取替できるガスコンロをご用意しました！

ココットプレート付属

センサー

コンロ・
グリル
タイマー

60cm
タイプ

ハイパー
ガラス
コート

水なし
両面焼

ラ・クックセット（別売）

イージークリーン ラ・クックセット（全5色・別売品）

ココットプレートでおいしく調理、
お掃除楽 ！々

熱を分散・放熱させてバー
ナー周りの温度上昇を抑
えるので、焦げつきにくく
お手入れはサッと拭くだけ！

深いプレートが油の飛び跳
ねをガード！さらにフタつき
で油汚れも大幅カット！

イージークリーン非搭載 イージークリーン搭載

直火が入るのに、
庫内の汚れ99.9％
カット！

38%
OFF

48%
OFF

○メ 145,800円

○メ 8,640円

標準取替工事費込

89,800円特別
価格

6,900円（税込）
《特別価格》

グリル庫内の汚れは「ラ・クック」が解決！
比べて実感！グリル庫内の汚れ

焼き網での調理 ラ・クック（フタあり）で調理
庫内は全体的に油の飛び
跳ねで汚れています。

フタつきで油がはねないから
グリル庫内はキレイなまま！

詳しくは釧路ガス公式WEBサイトへ http://kushiro-gas.co.jp/

ココットプレートの
魅力をチェック！

○メ105,624円

油が飛び
散らない

ニオイが
庫内に広がり
にくい

型式 000
12A  8.01kw 13A 8.60kw
15・05-123456
株式会社 □□□□□□□

都市ガス用

ご確認ください！

重要なお知らせガス機器に関する

ご自宅にこの様なガス機器は
ありませんか？

上記のガス機器がございましたら
　　　　 使用する前に必ずラベルを

ガス機器に記載されているガスの種類が都市ガス用「13A」以外の場合、不完全燃焼

を起こし、火災や一酸化炭素中毒の原因となるため大変危険です！もし当社が供給

いたします都市ガス「13A」と適合していないガス機器をお持ちの場合、ご使用にな

る前に必ず下記までご連絡ください。ガス機器の調整についてご案内いたします。

【お問い合せ・連絡先】
釧路ガス株式会社 営業部設備技術課 ： ☎22-8101 内線184番

友人・知人からゆずり受け
たガス機器を持っている。

他の地域より
ガス機器を持ってきた。

天然ガス転換（2008年-2009年）
以前から押入・物置にしまったま
まのガス機器がある。

引越

！

当社が供給するガス機器は、都市ガス用「13A」です。

ガス炊飯器

ガスコンロ

ガス機器

押入・物置に
しまったままの

そのまま使うと、とても危ないよ！必ずこちらへご連絡ください。



スライドまな板
まな板

水切り

水切りプレート
アシストスペース

ミドルスペース

ごみポケット

小物カゴ

（ステンレス製）

エネファーム

エネファーム

国からの補助金

コレモ エコジョーズ
釧路市からの補助金「釧路市ecoライフ促進支援補助金制度」

詳しくはホームページへ▶http://fca-enefarm.org/

詳しくはホームページへ▶http://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/
　　　　　　　　　　 ondanka/hatsuden/cat00000423.html

補助金制度をご活用ください。
「エネファーム」・「コレモ」・｢エコジョーズ｣は
高い省エネルギー性が認められ、機器・システムの
購入の際に国や市からの補助金を
受けることができます。

給 湯 暖 房 お風呂

1台3役の優れもの

家庭の給湯・暖房をトータルにまかなう省エネルギーボイラー

ホーロー家事らくキッチン

キープクリーン浴槽
高級感あふれる美しさの
アクリル人造大理石の浴槽を
お求めやすい価格で。

キレイが続く
表面が硬く
キズに強いので、
末永くキレイ

アクリル人造大理石の
一体成型だから、
頑丈で長持ち

表面が滑らかで、
お手入れがラク

お手入れ簡単

３層シンクで「洗う・調理・片付ける」をスムーズに。
天然ガスから化学反応で電気と熱をつくる、最先端の燃料電池システム

ガスエンジンで発電し、その発生熱を暖房に有効活用する北国に最適なシステム

で、エネルギーをつかう家からつくる家へ

電気・灯油ボイラーからのお取替も簡単！
年間の光熱費もとってもオトクに！
お取替は本体のみ！ご使用中の温水式パネルヒーター・温水式床暖房は、そのまま使えます！

●無理せず家全体の光熱費を抑えたい。
●電気温水器や灯油ボイラーまわりの設置スペースをスッキリさせたい。

この様なお考えの方におすすめ！
この様なお考えの方におすすめ！

エネファームは経済性も抜群！

エネファーム（屋外設置）

バックアップ熱源機
エコジョーズ
（屋内設置）

コレモ（屋外設置） エコジョーズ（屋内設置）

※1 暖房使用量により異なります。

●最先端技術をいち早く取り入れたい。
●環境に配慮した、エコな暮らしに興味がある。
●無理せず、節電したい。
●お湯はたっぷり、気兼ねなく使いたい。

余剰電力買取のイメージコレモなら光熱費がオトク

●手軽に自家発電してみたい。
●無理せず、電気代・暖房費を抑えたい。

ご家庭の１日の生活パターンをかしこく学習し最適に発電！
普段通りに暮らすだけで、「もっともエコ」を実現します。

エコジョーズは
省スペース！
空いたスペースを
有効活用できます。

毎月のガス料金は
家庭用温水式暖房・
給湯契約料金メニュー
「ゆ～ほっと24」で

お得に！ ※天災・人災は
保証対象外となります

釧路ガスなら
メンテナンスも安心！
設置後10年間
  修理無料！

コ レ モ

売電が
可能に

なりました！

エネファームでつくるエネルギー

エネファームでつくった電気
は家中で使用できます。

発電時の「熱」を利用して
お湯をつくり給湯します。

エネファーム導入による光熱費削減効果（イメージ）

温水暖房設備で快適な
ぬくもりをお届けします。

「ガスマイホーム発電」なら、
こんなときでも安心して
ご利用いただけます。

自宅で発電するから、購入する電気代を約
60％もカット。発電にガスを使用するためガス
代は増えますが、おトクな料金「ゆ～ほっと24」
のご契約でガス料金もお安く！ガスと電気、
トータルで光熱費を大幅に節約できます。

コレモは発電時の熱を効率よく暖房に利
用。ガスの使用量は増えますが、電気代が
大幅に削減できるので光熱費※1はトータル
でオトクに！

発電中の停電であれば、そのまま運転を
継続し、給湯・暖房や、照明・テレビなどの
重要な一部電化製品を利用することが
できます。不意の停電時も安心です。
※停電時に発電が停止していた場合でも、発電
　が可能になるオプション品等もございます。
※コレモは停電対応タイプに限ります。

停電しても
安心

快適に、安心してお使いいただけるよ
う、ご利用開始から10年間の定期点検
と、故障時のメンテナンスが無料にな
る、「10年間メンテナンスフリー特典」を
ご用意しています。

10年間
安心サポート

普通に生活するだけで、年間
1.5ｔもの二酸化炭素（ＣＯ2）
排出量を削減できる、地球に
やさしいシステムです。

※売電は新型コレモのみ対応可能です。
※電気を買い取るためには、「北ガスの電気」のご契約が必要です。

北海道
ガス㈱

おウチで
優先的に利用

使わなかった電気を
北ガスが買取

暖房を使用する期間が長い、釧路に最適の
システムです！売電もできてさらにオトクに！

電気 給湯 暖房

●追いだき、各暖房はバックアップ熱源機で行います。 ●各暖房設備はオプションです。

「もしも」の場合も
安心です！

昭和小学校
●ヤマダ電機しまむら

●
●

●

●JA阿寒
　釧路支店

●
←至 星が浦 至 鶴見橋→

釧路信用金庫
昭和
郵便局

イオン
モール
釧路昭和 釧路ショールーム

ショールームNAVIナ ビ

釧路ショールーム2018
5

5月12日（土）13日（日）
※釧路ガスショールームでは開催しておりません。お間違えのないようお願いいたします。

会場 　　　　釧路ショールーム 10：00～16：00

釧路ガスリフォームフェア

釧路ショールーム TEL/0154-53-7131

昭和中央3丁目21-7
年 中 無 休

営業時間/10：00～18：00  
「きれい」と暮らそう、高品位ホーロー。

NEW

アクリル人造大理石製
のキープクリーン浴槽は、
表面硬度9Hという業界
トップクラスの硬さを誇り
ます。キズに強いため、透
明感のある美しさを永く
保ちます。

「洗う・調理・片付ける」作業が効率よ
くできる3層構造や、まな板から調理
クズを直接捨てられるごみポケット
などを採用。キッチンワークがスム
ーズになるシンクです。

キッチンワークを効率よく快適に家事がら
くになるアクリル人造大理石製シンクです。

表面だけがアクリル樹脂
の塗装ではなく、9mm厚の
アクリル人造大理石を使
用しているキープクリーン
浴槽。長年使用してもたわ
むことなく、体をあずけると
伝わる重厚感は格別です。

独特の滑らかな肌ざわり
で人気のキープクリーン
浴槽。汚れがつきにくく、
汚れてもスポンジですぐ
に落とせるので、日ごろの
お手入れがぐんとラクに
なります。

3
捨てる

2
切る

1
洗う

アクリル人造大理石製「家事らくシンク」

エコジョーズ住宅 エネファーム住宅 ※お客さまの使用状況により変動します。

余剰電力買取で
さらにオトクに！

この様なお考えの方におすすめ！


