2020.vol.60

お客様を
紹介します。
お 客 様 と モ テ キ を つ な ぐ コ ミュ ニ ケ ー ショ ン ペ ー パ ー 『 エ コ モ 』
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新型コロナウイルス

私たちは、
・感染防止の３つの基本①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い
を徹底しています。
・日常生活の各場面別（買い物、娯楽、スポーツ、食事、イベント等の参加）
の生活様式は、対策をとった新しいスタイルを実践します。
・プライベートでも不要不急の外出を避け、感染リスクをさげ、移らない、
移さない行動をとっています。
掲載商品等のお問い合わせは
●本社 ●水事業推進室
〒370-0006 高崎市問屋町 3 丁目 3-1
●ガス・メカトロ部
〒370-0006 高崎市問屋町 3 丁目 3-1
●ＦＡ・マシン部
〒370-0006 高崎市問屋町 3 丁目 3-1
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TEL 027-361-3910（代） FAX 027-361-2149
TEL 027-361-3910

FAX 027-361-2149

TEL 027-361-3911

FAX 027-363-9256

●ライフアップ事業部
〒370-0871 高崎市上豊岡町 554-12
●前橋営業所
〒371-0845 前橋市大渡町 1 丁目 13-5
●関東営業所
〒370-0321 太田市新田木崎町 1738-1

編集者／ライフアップ事業部（荒井隆介 三浦陽一郎 中村巨人 高見澤瞬 高橋弘明）

TEL 027-326-8000

FAX 027-323-8439

TEL 027-251-1826

FAX 027-252-3097

TEL 0276-56-6672

FAX 0276-56-7761

+

ガス
衣類乾燥機

ガスのパワーでスピード乾燥！

５kg の洗濯物も 52 分で乾燥！

乾燥時間の比較

5kg 8kg

パワフルな乾太くんなら、８kg の洗濯物を約 80
分、５kg の洗濯物を約５２分で乾燥。電気式の約
１／３の時間で済むので、家事の時間を大幅に短
縮できます。しかも乾太くんなら屋内設置の場合で
も、本体上部の排湿筒から確実に湿気を屋外に放
出するので、室内にこもることはありません。

5kgで約52分、 8kgでも約80分、

５kgで約162分

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

５kgで約281分

電気ヒーター式
全自動洗濯乾燥機

オススメ！ ガス衣類乾燥機

家族分のタオルもおまかせ！
使い勝手の良い５kg タイプ

多彩なコースで、さまざまな洗濯物に対応
普段の衣類乾燥に

スタンダードタイプ

乾燥容量５.０kg

（税別）

※運転時間は長くなります。

（高さ 684× 幅 650× 奥行 561mm）

標準コース

エココース

※小物乾燥棚が必要です。乾燥するコースではありません。

ガスコード接続タイプ

お手入れ簡単

RDT-52SA(22-1071)

糸くずフィルターが前扉にあるため、汚れ具合が確認し
やすく、お手入れも簡単です。

※ネジ接続タイプは RDT-52SUA-SV(22-1136)

ガスコード接続タイプ

RDT-52SA-R(22-1089)

フィルターが
前扉にあるから、

※ネジ接続タイプは RDT-52SUA-R(22-1144)

繊維が立ち上がり、根元からふんわり！

※大容量８kgタイプもございます

お掃除らくらく！

￥158,000（税別）

希望小売価格

（高さ 684× 幅 654× 奥行 545mm）

￥105,000 ＋別途工事費

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り
込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適
に仕上がります。

33
39分
計72分

送風
分
＋

温風

タバコや焼肉など、衣類についた気になるニオイをガ
ス温風で除去。洗わずに消臭できるので、スーツなど洗
えないものにも便利です。

乾燥容量５.０kg

天日干し

55円

「消臭運転」でニオイを除去

デラックスタイプ

快適な仕上がり！

-8円

63円

乾燥時間を5〜10分まで５分ごと
（30分以上は10分ごと）に設定できます。
急な雨などで乾きが足りない時に便利です。また、寒い時期に短時間でバスタ
オルやパジャマをあたためることもできます。

フィルターのお手入れも簡単。
充実の機能を備えた５kg タイプ

※乾燥後に５kg となる衣類量の目安です。タオル・毛布
類は膨れ上がるため３.５kg 以下としてください。

温風52分

ガス料金LPG：5.1円/MJ（石油情報センター平成27年度月
次データ平均価格（50m3データの単純平均より）
電気料金25.6円/kwh、60Hzの場合（基本料金は加算せず）
条件：実用衣類５kg（綿50%、化繊50%）/脱水度
70%RDT-54S-SV・標準コースで算出。
リンナイ
（株）調べ
試験条件によって、数値は変動します。室温が低いとき、衣類
が極めて少ないとき、湿度が高いときなどは、標準コースとエ
ココースの差が少なくなります。

「タイマー運転」で乾燥時間の設定も可能に

￥85,000 ＋別途工事費

本体価格（税別）
家族みんなの
洗濯物も
まとめて乾燥！

エココースの効果

＝

エココースでは、逆風運転と温風運転を自動
的に切り換えて衣類を乾燥します。逆風運転
である程度乾かしてから、温風運転で仕上げ
ることで、
ランニングコストを抑えます。

※ネジ接続タイプは RDT-54SU-SV(22-0317)

￥128,000

ジーンズや厚手のバスタオルな
ど、乾きにくいものも生地を傷め
ず念入りに乾燥します。

「エココース」でより経済的に運転

RDT-54S-SV(22-0113)
希望小売価格

▶厚物コース（＋1kg）

肌着やワイシャツなど、通常の衣
類の乾燥に。短時間で清潔に、ふ
んわりと仕上がります。

左右 可変ドア

ガスコード接続タイプ

洗濯物 5kg のめやす！

厚手の衣類もしっかり乾燥

▶標準コース

（標準設置工事費内訳）

特別価格（税別）

・本体専用台工事費
・排気ダクト工事費
・外壁穴あけ工事費
・ダクト工事費

全自動洗濯乾燥機

）

￥18,000

※ガス配管工事が別途必要となります。
詳しくはモテキ担当まで
お問い合わせください。

（税別）

オススメ！ ガスファンヒーター

ボタンひとつで即あったか！ ガスの力で快適空間
パワーが弱いため、乾くまでに時間がか
かり、繊維もふっくら立ち上がりきらない。

ガスならではの温風が繊維１本１本を立た
せて乾燥させるから、ふんわりやわらか。

乾太くんを使用しているお客さまのうち 95% が満足しています。
一日２回以上洗
濯するので、洗濯
中も乾燥機が使え
て、とても便利で
す。

使い古したタオ
ルも、見違えるくら
いふっくら！感動的
です。

清潔乾燥

天候を問わず１年中活躍！
！
外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、
花粉の季節や黄砂・PM2.5 などの大気汚染が気
になる日のお洗濯も安心です。

赤ちゃんの衣類乾燥にも最適

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太く
ん。しかも外干しの必要がないので、チリや排気
ガスなどの微粒子が付着する心配もありません。

暖房目安

スノーホワイト

木造 15 畳

GFH-5802S-W5

￥85,800（税別）

希望小売価格

（W520×H446×D175mm）

コンクリート 21 畳

￥41,300（税別）

特別価格

あらゆるタイプのお部屋に使える
スタンダードタイプ

）
新機能
機能（★
ト暖房
·スポッ
能★
ト足暖機
転
·スポッ
きエコ運
付
セーブ
定★
設
·パワー
間
イマー時
タ
★
う
よ
·おは
段階設定
イマー６
タ
★
み
能
す
オフ機
·おや
ーオート
ネル）
サ
ン
パ
ト
セ
·人感
（フロン
ス
レ
ン
ステ
·カラー

わからない他

機能
房
ット暖
コ運転
・スポ
付きエ
ブ
ー
ーセ
・パワ

高いのも
特
率が
ト

購入したい

９２％

す。
徴で

乾 太くんを使い
始めてから、時間
帯に関係なく洗濯
できるようになり
ました。

乾太くん歴２０年
以上。シワもなく、
柔軟剤を使わなく
てもふんわり仕上
がります。

パワフルな暖房能力で
広いお部屋も一台で快適

リピ
ー

繊維が寝たままの状態で乾燥するので、ふ
んわり感は少なく洗濯するほどにゴワゴワに。

スノーホワイト

GFH-4006S-W5

オープン価格

（W455×H435×D158mm）

暖房目安
木造 11 畳
コンクリート 15 畳

￥20,400（税別）

特別価格

※ガスファンヒーターの設置には、ガスコンセント（ホースガス栓）、ガスコード（別売）が必要になります。

ない電
かせ
欠

気になった方や、詳細をお
知りになりたい方は、営業
担当までお気軽にご相談
ください。担当がお客様の
ご自宅に訪問し、その場で
シミュレーションできます。
その際は現在ご契約の検
針票をご用意ください。

「モテキdeでんき」は、
ENEOSの電気サービスです。

だから
気

生活に

東京電力エリア従量電灯割引プラン

ENEOS株式会社（旧JXTGエネルギー）は、明治２１年に
設立された長い歴史を持つ会社です。

オフィスビルや学校など、法人への電力供給の多くの実績
もあります。

新入社員を紹介します！
たかはし ひろあき

高橋 弘明
３月２３日よりライフアップ事
業部に配属になりました「高

モテキのホームページで
電気料金のシミュレーションをしてみませんか！

スマホの方は
こちらから

手続き
かんたん

橋弘明」と申します。

http://www.moteki-ltd.co.jp

標準プラン

約

おトク！

ご契約アンペア容量でお申し込みが可能です

毎月一定量の電気をお使いなら
まとめておトクに

6

%

最大

まとめてプラン

まとめて３００ まとめて４００ まとめて５００

ご契約アンペア30A以上の場合、あるいは
従量電灯Cのご契約の場合お申し込み可能です

毎月一定量以上の電気をお使いなら
多くなるほどおトクに

たっぷりプラン
ご契約アンペア30A以上の場合、あるいは
従量電灯Cのご契約の場合お申し込み可能です

12%

約

おトク！
最大

13%

約

おトク！

例

まだまだ未熟な営業マンではございますが、お客様のよ

契約アンペア 40A
月間平均電力使用料 290kwh

約５％おトク

契約アンペア 60A
月間平均電力使用料 540kwh

年間約

20,000円
約10％おトク

※一定量の電気を毎月まとめてお買い上げいた
だくことで大 き な 割引が適用されます。
※使用量が少ない場合は料金が高くなる場合が
あります。ご契約の際は慎重にご検討ください。

契約容量 10kVA
月間平均電力使用料 1190kwh

年間約

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

5,000円

※ご契約アンペア数によって、３％〜６％の決ま
った割引率が適用されます。

例

佐藤 静香

り良い生活のお手伝いができるよう、一生懸命努めて参

年間約

例

不安や緊張が多々あります。しかし、先輩や上司の方に

さとう しずか

ています。

割引プランのご案内
最大

入社してから約 4 ヶ月が経ちましたが、仕事に対して
フォローしていただき、少しずつ業務を覚えることができ

でんきは「ニーズに合わせてえらぶ」のが賢い使い方です
30A 以上の契約ならおトクに

趣味は映画鑑賞、音楽鑑賞です。

50,000円
約11％おトク

※毎回のご使用量が多くなるほど割引率が高く
なるプランです。

途中解約いつでもOK！
※例の数値は、推定値であり、実際の割引額はご利用状況により変わります。
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。
・表示される割引額と割引率は、当社が想定する電力消費の季節変動パターンにもとづきます。お客様の電力ご利用状況によって料金は変動するため実際とは異なります。
・東京電力エリアの年割引額は、2016年６月時点の従来からの料金プランをベースにした場合に想定される年間の割引額です。割引額と割引率は当該料金と当社料金との差額にもとづきます。
・１年間に２回以上のプラン変更はできません。

たきざわ りゅうき

滝澤 隆綺

4月にライフアップ事業部に入社しま
した
「佐藤静香」
です。

４月１日よりライフアップ事業

最初は不安なことばかりでしたが、皆

部に配属になりました「滝澤

さん優しくて、安心しています。
まだまだ

隆綺」です。

わからないことが多いですが、皆さまの

趣味は、スポーツ観戦や体を動かすことです。特に野
球は、小学生の頃からやってきたので好きです。
仕事においては、入社してから 4 ヶ月近くが経ち、少し

ご期待に添えることができるよう努めて
まいります。
身体を動かすことが好きなので、今は

ずつ慣れてはきましたが、まだまだわからないことも多く、

コロナで自粛中ですが、落ち着いたら思

毎日が成長の日々です。また、教えていただいたことを常

いっきり身体を動かしてリフレッシュした

に活かしていけるよう努力してまいります。これからもよろ

いなと思っています。

しくお願いいたします。

これからもよろしくお願いいたします。

小型湯沸器やガスストーブ等をご使用のみなさまへ

クリーンエネルギー
心
安
て
っ
知

LPガス

家庭用
周知文書

日頃お使いになるガス機器の安全管理は、
ご自身で責任をもって行ってください。

必ず換気（給気と排気）してください。

!

※CO（一酸化炭素）は無色無臭で極めて毒性が強いです。
※過去に換気不足によりCO（一酸化炭素）中毒を起こし、
死に至った事故事例があります。

●室内でガス器具を使用するときは、換気扇を回したり、ときどき窓を開けて
十分に換気をしてください。（冷房中にも忘れずに！）

※ガスの燃焼には、新鮮かつたくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われない
と、酸素不足や室内に排ガスが充満して不完全燃焼を起こし、有毒なCO（一酸化炭素）が
発生する恐れがあるため、たいへん危険ですので、十分な換気をしてください。
※点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性がありますの
で、再点火は行わないで、直ちに使用を中止し、ガス機器の購入先やLPガス販売店また
は保安機関（緊急時の連絡先）にご連絡ください。
（連絡先はページ下に記載）

汚れた空気

給気

排気

新鮮な空気

CO（一酸化炭素）中毒事故防止に有効です

CO（一酸化炭素）警報噐
不完全燃焼で発生したCO（一酸化炭素）
を感知し、ブザーや音声で知らせます。

住宅用火災・ガス・CO 警報器

住宅用火災報知機とCO（一酸化炭素）警報噐にガ
ス警報を加えたものもあります。
火災・CO（一酸化炭素）・
ガス漏れを感知し、ブザー
や音声で知らせます。

ガス警報器

供給設備とは

容器からマイコンメーターまでは、供給設備と呼ばれ、こ
の部分はLPガス販売店が責任をもって安全管理します。

消費設備とは

マイコンメーターの出口からガス機器まで（メーターがな
い場合は容器からガス機器まで）は、消費設備と呼ばれ、
法律上の管理責任はお客様にあります。

● いつも LP ガスを安心・快適にお使いいただくために、LP ガスおよびガス機器などについて正しいご理解をいただくことが大切です。
●ガス機器の性能、正しい使用方法、お手入れの方法、管理方法などは取扱説明書や警告表示などをご確認の上、正しくご使用ください。

安心・安全のための点検・調査にご協力ください。

皆さまの安全・安心のため、保安機関としての認定を受けた LP ガス販売店または販売店から依頼を受けた保安機関が、法
律（液化石油ガス法）にもとづき、次のような点検・調査を行います。ご協力をお願いいたします。

①容器交換のつど

LP ガス容 器・調 整 器・容 器 バルブ・
ガス供給管などの外観点検。

❶空気よりも重い

②1年に１回以上

地下室等の配管からのガス漏れ調査な
ど。

LPガスの性質

LPガスは空気よりも重く、漏れると低いところや物かげにたまる性質
があります。もしガスが漏れたら、特に下の方の風通しを良くしてガス
を屋外に追い出しましょう。

❷ニオイをつけてある

LPガスそのものは無色無臭ですが、漏れたときに分かるようにガス特
有の臭い（異臭）をつけてあります。

❸液化した状態で容器（ボンベ）に入っている
LPガスは圧力をかけて液化した状態でLPガス容器に入っています。

③4年に１回以上

調整器の機能点検、配管のガス漏れ調
査、ガス機器や給排気設備等の調査な
ど、
ガス設備全般についての点検・調査。

❹クリーンなエネルギー

LPガスは、環境負荷が相対的に小さく、クリーンなエネルギーである
と位置付けられています。また、LPガスには人体に有害なCO（一酸化
炭素）は入っていません。

❺燃焼には新鮮かつ、
たくさんの空気が必要です
LPガスが燃焼するためには新鮮かつ、たくさんの空気（酸素）が必要
です。室内でガスを使用するときは、十分に換気をしてください。換気
が不十分な場合は、不完全燃焼を起こしCO（一酸化炭素）が発生しま
すので十分に注意してください。

ガス漏れをすばやく感知
し、ブザーや音声で知ら
せます。

ピーピー

ピーピー

いつも安心の安全機器や安全装置付きガス機器をおすすめします。

Siセンサーガスコンロとは

マイコンメーター

ガスメーターにマイコン・遮断弁・感震器・圧力ス
イッチが内蔵されたもので、LP ガスの流れに異常が
あると、マイコンが遮断弁を作動させガスを遮断しま
す。大きな地震（震度５相当以上）にはガスを止める
など、保安機能がさらに充実しています。モテキでは
マイコンメーターの設置を基本としています。

すべてのバーナーに安全センサー（立消え
安全装置・調理油過熱防止装置・消し忘れ
消火機能）を搭載したガスコンロです。
センサーが鍋底の温度を感知し、約250
℃になると自動的に消火して油の発火を
防ぎます。

マイコンメーターの復帰方法

マイコンメーターがガスを遮断した後、自分でできる復帰方法

消し忘 れ て も 、点
火後一定時間が経
過した時点で自動
消火します。

●左側の復帰ボタンを押す
●「ガス止」の文字が消える

●液晶の文字と赤ランプ
が点滅します
●１分間お待ちください
●液晶の文字と赤ランプ
が消えます
●復帰完了です
●開栓してお使いください

10月10日はLPガスの日

調理油過熱防止装置

消し忘れ消火機能

ガス栓・器具栓を
すべて閉める

煮こぼれや吹きこ
ぼ れ 、強 風 などで
火 が 消えた 時 、自
動的にガスを止め
ます。

立消え安全装置

C ゴム管外れ B 微少漏れ
AB 圧力異常
AC 消し忘れ
BC 警報機 他

C ゴム管外れ B 微少漏れ
AB 圧力異常
AC 消し忘れ
BC 警報機 他

（この周知文書は液化ガス法にもとづきご家庭にお届けしています）
ご家族の皆さまでお読みください。
緊急連絡先 株式会社モテキ
0120-30-8000

