
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とさせていただきます。
※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、2020年3月末まで有効です。※モデル変更等があった場合、価格が変わる場合がございます。

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）
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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

保存版！保存版！いつでもお得なガスコンロ！
セール以外の時でも、いつでもお得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

イージークリーン ラ・クックセット

グリルのお手入れが
圧倒的にラクになる
ココットプレート付属！

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！

フタつきだから油はね・ニオ
イが大幅低減！ 遠赤外線効
果でふっくら焼き上げます！

イージークリーン非搭載 イージークリーン搭載

油はねを抑えてグリル
庫内の汚れを99.9%
カット！ 直火が入って美
味しく焼き上げます。

39%
OFF

48%
OFF

○メ 8,640円の品

PD-600WS-60CV ○メ 149,040円

標準取替工事費込

89,800円特別
価格

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
はねで汚れています。

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！

RTS65AWK14RG-C

54,000円特別
価格

配達・取付・ゴムホース・
バンド・現在ご使用の
コンロ処分費無料

（税込） （税込）
○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
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ガスマイホーム発電

5月11日（土）・12日（日）の2日間開催

◆「釧路ガスリフォームフェア」
　in タカラ釧路ショールーム

◆いつでもお得な
　ガスコンロのご紹介

おうちの電気はガスでつくろう！

グリル
サイドカバー
プレゼント！

さらにさらに
プレゼント！
（サングリアレッド）

ガス機器を安全にお使いいただくために
「長期使用製品安全点検制度」についてのお知らせ

このようなお知らせが表示されたら、点検時期です。

ガス機器や電気製品は古くなると部品が劣化（経年劣化）し、場合によっては火災や死亡事故を起こすおそれがあります。
2009年に施行された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、お客さま自身による点検
が難しく、経年劣化による重大事故のおそれが多い製品を「特定保守製品」と定め、点検制度が設けられております。
対象製品を購入した際は、所有者登録を行って下さい。登録すると適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので、
点検を受けましょう。※点検には料金がかかります。

●お使いはじめてから、おおよそ10年経過したのちに点検をおすすめするお知らせの表示、もしくは各メーカーより所有者へ点検
　時期をお知らせする制度です。
●賃貸住宅・アパートなどで製品を家主さまが設置・所有している場合には、家主さまが所有者登録・点検のお申し込みをしてく
　ださい。
●点検時期の通知を受けるためには、所有者情報の正確な登録が必要です。登録が済んでいない場合や変更が必要な場合
　には早めにメーカーへお知らせください。
●所有者登録にご不明な点がございましたら、特定製造事業者（メーカー）へお尋ねください。

特定製造事業者 連絡先

（株）ノーリツ コンタクトセンター ☎0120-911-026（受付時間 /土・日・祝日除く平日9:00～17:30）
（受付時間 /土・日・祝日除く平日9:00～17:00）

（受付時間 /土・日・祝日除く平日9:00～19:00）

（株）パロマ お客さまセンター ☎0120-378-860
リンナイ（株）保守点検センター

上記特定製造事業者以外の製品は当該メーカーへお問い合わせください。

☎0120-493-110

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

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

５月の検針訪問時より、毎月お届けしております「当月ガスご使用量のお知らせ（検針票）」
を「当月ガスご使用量等のお知らせ」へと名称および様式を変更し、お届けしております。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

「当月ガスご使用量のお知らせ（検針票）」変更のお知らせ

ご不明な点は、弊社ホームページをご参照いただくか、
お手数をおかけしますが、料金課までお問い合わせください。

主
な
変
更
点

○ お客さま番号を大きく記載、日付表記もこれまでの和暦より西暦表記へ
　 変更いたしました。
○「検針票」のサイズを変更し、レイアウトも一部見直しをいたしました。
○ 専用紙は表面のカラー（青・白）をあらため、モノクロといたしました。（裏面に変更なし）

小型ガス湯沸器 ガス給湯暖房機ガスふろがま
対象商品 （特定保守製品）

ガス瞬間湯沸器

一般的なご使用で「設計標準使用期限」相当を経過すると、お知らせランプが点滅したり、リモコンまたは機器本体の表示
に、「88」または「888」を表示し、点検時期をお知らせする機能を搭載しています。この機能が働いた場合は、各製造メー
カーに連絡し、もし所有者登録がお済みではない場合は、登録を行い、点検（有償）を受けていただくことをおすすめします。

「定期保安巡回」
ガス設備点検のお知らせ

釧路ガスでは、お客様がより安全に都市ガスをご

利用いただけますよう、ガス事業法に基づきガス

漏れ検査及びガス消費機器調査を実施いたしま

す。該当される地域にお住まいのお客様にはご協

力のほどよろしくお願いいたします。

ガス料金口座振替をご利用中のお客様へ

５月ガスメーター検針時の「当月ガスご使用量のお知らせ」において、「ガス料金等口座振替済

領収証」欄は長期連休により振替日が５月７日になるため、結果の記載ができない場合がありま

す。つきましては、該当のお客様へ個別に領収証を郵送させていただく予定となっております。

ご了承くださいますようお願い申し上げます。

●お問い合わせは［お客さま保安係］内線184

2019年5月の
巡回予定地区

愛国全域

●お問い合わせは 釧路ガス TEL ６５-１０４３［料金課直通］



エマージュ

天然ガスから化学反応で「電気」と「熱」をつくる、最先端の家庭用燃料電池システム。

ガスエンジンで発電！ 暖房シーズンに稼働し発生熱を暖房に有効活用。暖房使用期間の長い釧路に最適なシステムです！

で、おうちが「小さな発電所」に！

年間の電気代を約60%削減！ 年間1.5tのCO2排出量を削減！

約 -1.5t※1

安心の、10年間サポート！ 停電時でも電気が使えて安心！

コレモ（屋外設置） エコジョーズ（屋内設置）

余った電気は「売電」できてお得！

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

コ レ モ

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）

エネファームでつくる
エネルギー

暖房シーズンにこそ違いが
はっきり！ コレモが家計を
サポートします。

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。

※故障に伴って発生した被害を補償する制度ではありません。
※定期点検時期は、お客様の使用状況により変動します。

※エネファームが運転中の場合に限ります。
　運転継続には一定の条件があります。

温水暖房設備で快適な
ぬくもりをお届けします。

この様な方に
おすすめ！

●もしもの停電に備えたい（マイホーム発電）
●いち早く最先端技術を暮らしに取り入れたい
●エコで環境に配慮した暮らしに興味がある
●「節電」を意識せず暮らしたい

この様な方に
おすすめ！

●もしもの停電に備えたい（マイホーム発電）
●エコで環境に配慮した暮らしに興味がある
●「節電・光熱費」を意識せず暮らしたい

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

 ●各暖房設備はオプションです。

もしもの停電時も
安心です！

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、
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制度があります。

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

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お得に！
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！

●「光熱費」を意識せず暮らしたい
●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

この様な方におすすめ！

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！

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

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

会 場

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

●追いだき、各暖房はバックアップ
   熱源機で行います。

電気

給湯

暖房
給湯 一部の

電化製品 暖房
①定期点検
燃料電池ユニットの
メンテナンスによる
点検を無償で行います。

②修理対応
故障発生時には、無償で
修理対応いたします。

安心の、10年間サポート！
①定期点検 ②修理対応

●省エネ行動における、一年間のCO2削減効果

エネファームを使う

コレモは発電時の熱を効率よく暖房に利用。天然
ガスから「電気」をつくるためガス使用量は増えま
すが、お得な料金「ゆ～ほっと24」ご契約でトータ
ル光熱費を大幅に節約できます。

※1 従来型のガス給湯暖房機（非潜熱回収）+火力発電による電気との比較

●エネファーム導入による光熱費削減効果（イメージ）

●余剰電力買取のイメージ

エネファーム住宅従来型のガス給湯暖房機

エネファームは自宅で発電し、購入する電気料金を約60％削減。
天然ガスから「電気」をつくるためガス使用量は増えますが、
お得な料金「ゆ～ほっと24」ご契約でトータル光熱費を大幅に
節約できます。

コレモは自宅で発電するから電気代を大幅に節約。
暖房代が高い冬の光熱費を削減し、家計をサポートします。
暖房を手放せない釧路の暮らしに最適です。

※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。

※故障に伴って発生した被害を補償する制度ではありません。

停電時でも電気が使えて安心！

※停電対応タイプをご利用の方に限ります。
　運転継続には一定の条件があります。

不意に停電が起きてもコレモが運転中なら
そのまま発電を継続しエコジョーズと
停電時用コンセントに電力を供給します。

給湯
一部の電化製品

暖房

ホーローシステムキッチン
現代的なデザインの中に、木の質感
を取り入れた和モダン空間。
ウォルナットグレージュのキッチンが
やさしい空間によく溶け込みます。

シャワーヘッドが引き出せ、シンクの隅まで洗えます。

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）

３層シンクで「洗う・調理・片付ける」をスムーズに。

「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
がラクになるアクリル人造大理石製
シンクです。

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」ホーロー家事らくキッチン

シングルレバー水栓 ハンドシャワー水栓

（本体・税込）○メ 620,892円

工事費・キッチンパネル別途

（税込）528,000円特別
価格

釧路ショールームin

5月11日（土）12日（日）

※お客さまの使用状況により変動します。

※10年間サポート：天災・人災は保証対象外となります。

ご成約
特典

期間中ご成約
の方にさらに
グレードアップ

※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。


