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LPガス点検のお知らせ
LPガスを安全にお使いいただくために、法律に基づき定期的に周知や消費
者宅の点検・調査の保安業務を行います。訪問の際はご協力をお願いいた
します。※保安業務は無料で行います。
周知

緊急時連絡と緊急時対応

使用上の注意点や事故を起こさない
ための情報などを定期的に文書でお
知らせします。

ガス漏れなどの時、すみやかに対応
します。

年1回
（または 2 年に 1 回）
行います。

緊急時の連絡先は夜間・休日も対応します。
緊急時は30分以内に無料対応します。

供給開始時点検・調査

容器交換時等供給設備点検

ガス器具も含めた LP ガス設備全体の
点検・調査を行います。

容器の転倒防止の確認など、容器周り
の点検を行います。

保安点検の流れ
まず、当社の社員が直接訪問させて頂き
ます。ご不在の際は「不在のお知らせ」
を投函させて頂きますので、ご連絡をお
願いいたします。

点検当日

容器の交換時に（または月 1 回以上）行
います。

供給開始時に行います。

定期供給設備点検

定期消費設備調査

ガス漏れの有無など、調整器からガスメ
ーターの供給設備の点検を行います。

ガス器具、
給排気、
ホース、
配管などの消
費設備の調査を行います。

お客様の立会いのもと、室内にお邪魔を
して点検作業をさせて頂きます。
※作業時間は約20分〜30分となります。
点検内容は、供給設備および消費設備の
ガス漏れ試験、ガス器具や給排気設備の
調査を行います

４年以内に 1 回行います。

４年以内に 1 回行います。

24時間集中監視システムの促進について
当社ではより安全・安心に LPガスをお使いいただくために、24時間集中監視システムの設置をお
すすめしております。ご希望の方は当社までご連絡ください。

24時間集中監視システムのメリット

① ガスの 24 時間集中監視システムでいつでも安心、安全なガスライフ。

※送信機設置は固定電話に接続しま
す。
（携帯電話には接続できません）

③ ガス長時間使用時もガス遮断 5 分前に管理センターからお客様へご連絡。

※送信機工事は回線種別によって工
事時間が異なります。

② ガス漏れ等も管理センターへすぐ通報。

④ 外出時消し忘れが心配な時も、外出先よりお電話１本でガスを閉止。
⑤ 送信機の工事代金はすべて当社にて負担いたします。

・ひかり・ISDN 回線→２~3 時間位（室内工事あり）
・ADSL・一般回線→１~２時間位（室外工事のみ）

掲載商品等のお問い合わせは
●本社
〒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
ECOMO 2016.vol.46

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
TEL 027-326-8000 FAX 027-323-8439
●前橋営業所
〒371-0845 前橋市大渡町 1 丁目 13-5
TEL 027-251-1826 FAX 027-252-3097
●関東営業所
〒370-0321 太田市新田木崎町 1738-1
TEL 0276-56-6672 FAX 0276-56-7761

（荒井隆介 吉田真悟 三浦陽一郎 唐沢孝光）

+

2016.vol.46

モテキ暖房フェア 2016
ドライホットを設置すると・・

浴室暖房乾燥機

暖房機能で寒い冬もあたたか入浴。
急激な温度変化によるヒートショックを予防します。

浴室暖房

浴室に暖房機を設置するだけ…
温風で温めてくれます。

わずか 15 分で浴室は 35 度に！

おふろで衣類乾燥。
浴室や衣類が乾燥すると、温度センサーが感知して自
動ストップ！

浴室乾燥

ぽか

先日、高崎ノーリツショールームで、
浴室のミスト体験をしてきました。
スイッチを押して、しばらくして入る
と、ポカポカ暖かく、浴室が霧状の蒸
気に包まれて私のメガネが瞬く間に
曇りました。

ミストサウナでマイホームエステ！
ミストと暖房が浴室を温かく高温度の状態に保つので、
老廃物を排出し、
保湿効果も！！

ミスト

ぽか

ノーリツショールーム ミスト体験

ワァ〜オ！！！
こんなに細かい霧状に
なってる！
気持ちいいなぁ〜

ドライホット

１

本体／ BDV-M4105WKNS 熱源機／ GH-712W
施工セット／ DH-712W

標準取付工事費込

シンプルタイプは
こちら⇒⇒⇒

２

本体／ BDV-4105WKNS
施工セット／ DH3-4

標準取付工事費込

温水式床暖房
プチリフォームしませんか？

熱源機／ GH-712W

¥170,000（税込）

足元からぽっかぽか♪お部屋全体をあたためます。
８畳プラン例 ⇒ 床上設置 MD-XE シリーズ
仕上げ材（フローリング）
＋床暖房リモコン＋温水マット＋必要部材＋
熱源機（GH-712W）
＋施工費込み

仕上げ用フローリング
温水マットパネル
既存の床

ガスファンヒーター
ガスファンヒーター４つの特徴
かんたん！
ガスだから、面倒な燃料補給の手間もか
かりません。

¥ 358,000（税込）

※上記は一例の金額になります。現場ごとに工事費・部材及び工期が変わりますので、
お見積もりはモテキ担当者までお気軽にお問い合わせください。

ガスファンヒーター
GFH-5802S-W5

パクト
軽量コン

モテキ特価

モテキ特価

¥19,000（税込）

¥35,000（税込）

セーフティ！
万一本体が倒れても自動的にすばやく
ガスをカット！

快適！
快適さそのままに、エコ運転で経済的！

パクト
軽量コン

ガスストーブ
R-652PMSⅢ

木造／９畳 コンクリート／12畳

木造／15畳 コンクリート／21畳

ず
電気いら

スピーディ！
スイッチ ON から、わずか 5 秒でぽかぽか
温風！！

ウォーッ！！！
こんなに汗が！
気持ちいぃ〜

ガスファンヒーター
GFH-4003S

木造／11畳 コンクリート／15畳

モテキ特価

¥18,000

（税込）

※ガスファンヒーターを使うためには、部屋にガス栓があることが前提です。また、適切な長さのガスコードも必要です。

私は乾
燥肌ですが、使用
中はキメの細かいミス
トが、毛穴から入ってく
る感じがして、肌がしっと
りしました。しばらくする
と汗がでてきて、体の代
謝があがるのを実感
しました。

壁に取り付けるのと
天井に取り付ける
タイプがありました！

わずか１日のスピード施工

¥240,000（税込）

干す
物を けて
濯
付
洗
取り 。
も
た
竿
まし
あり

ミストサウナでマイホームエステ気分。
毛穴も老廃物もスッキリ
発汗促進

ミストと暖房が浴室を暖かく高温度
の状態に保つので、たっぷりと汗をか
いて老廃物の排出や新陳代謝をよく
する働きがあります。

スプラッシュミスト
粒を細かくし、マイルドな
浴び心地を実現。
より肌にやさしく浴びやすいミストサウナ。
浴室に柔らかなひと時をお届けします。

ミストのうるおいに包まれて
すべすべ
霧のようなミストで、体全体を暖かく
包み込むから、保湿効果も期待できま
す。
自宅のおふろでかんたんエステ気
分が味わえます。

もや

きり

霧雨

水ミスト
もや

10

ミクロン

霧

10~100
ミクロン

スプラッシュミスト(弱〜強）
90
70
ミクロン
ミクロン

旧ミスト

100

ミクロン

夏の入浴などに
冷たいミストで、
さわやかに気持ちよく
クールダウン

シロアリ対策はしていますか？

シロアリの好む場所は？

シロアリが生きていくためには、人間と同じで、水、食べ物、心
地よい環境の３要素が不可欠です。 この３要素が揃っている環
境こそ、最も「シロアリ被害にあいやすい場所」 となります。
では、シロアリの食べ物とは？当然お家を構成する木材です。
心地よい環境とは、黒アリなどの外敵がいないことです。そし
て、水を使用するお風呂場・洗面所・トイレ・台所の流し、その
付近の土台・床・柱などのほか、雨漏りなどによって水が入っ
てきているところは要注意です。そこから被害にあう可能性が
最も高くなります。気をつけなければいけない場所は、 シロア
リの好む「ジメジメした水まわり付近」と言えるでしょう。

アリなどの外敵がいない
湿気があり、乾燥していない

心地よい
環境

電気の切り替えに踏み出せない方に！！

comfort

生息に必要な水分がある

シロアリが
生きるために
必要な３要素

水

食べ物

water

food

モテキホームページより電気料金のシミュレーションができます。

植物の根、切り株、
丸太、木材の破片など

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

シミュレーションするときは

新しい検針票は
こんな感じに
変わります。

現在ご契約の検針票をご用意ください。

ジメジメした水まわり付近

シロアリの見分け方

老朽＋シロアリ加害による住宅劣化

⇩

東京電力とモテキdeでんきの比較
基本料金

30A

東京電力の
『従量電灯 B』

842.40円

モテキ de でんきの
『従量電灯 B（標準プラン）』

50A

60A

1,123.20円 1,404.00円 1,684.80円

１kWh当たりの電力量料金（40Aの場合）
第 1 段階〜 120kWh
第 2 段階 120kWh 〜 300kWh
第 3 段階 300kWh 〜

19.43 円
25.91 円
29.93 円

第 1 段階〜 120kWh
18.46 円
第 2 段階 120kWh 〜 300kWh 24.61 円
第 3 段階 300kWh 〜
28.43 円

モテキdeでんきの『従量電灯B（標準プラン）』は、契約アンペア数によって単価が変化しますが、基本料金と電力量料金はすべてモテキde
でんきの方が安いことが分かります。

シロアリ駆除はどうするの？

環境に優しく住まいを守るシロアリ防除
セントリコン

40A

817.13円 1,067.04円 1,333.80円 1,583.71円

3プランからお選び頂けます

地震による倒壊の主因

TM

☞

契約アンペア数が 40A、電力使用量を
400kwh で計算してみると…。
モテキ de でんきの場合『従量電灯 B（標
準プラン）』は 10,555 円、東京電力の『従
量電灯 B』は 11,112 円という結果になり
ました。

のは
必要なだけ！
ここ

春先から7月にかけて、家の周辺で羽アリを見かけたら要注意！羽
アリにはシロアリの羽アリと黒アリの羽アリがいます。
“シロアリの羽アリ”は、シロアリが新しい巣を作るために現在巣か
ら旅たつ姿。“シロアリの羽アリ”を見かけた場合は近くにシロアリ
の巣がある可能性が高く、シロアリ対策が必要になります。

。
ます
でき
でも
！
ホ
ぞ
スマ からどう
こちら

オールウェイズアクティブ

TM

薬をまかない、環境に優しいものがいい！
常にシロアリから守られていたい！

人やペットに優しいものがいい！
匂いのないものがいい！

普段どおりの生活のまま駆除・防除したい！

一日も早く巣を根絶したい！

薬を散布しないタイプのシロアリ防除サービスです。

標準プラン
（定率割）
ご使用量に関わらず、定
率で割引
使用量が低くなる月が多
い方にオススメ

まとめてプラン
（定量割）
毎月、一定量をまとめ買
いして大きな割引
通信の「〇〇分間まで
通話無料」に近いサービス

定量分を超えても割引な
ので安心

たっぷりプラン
（kwh割）
月間のご使用量が多いほ
ど割引率がアップ
使用量が多い月がある方
にオススメ
月間の平均使用量が
600kwh超

毎月一定量をご使用の方
にオススメ

途中解約のペナルティがありません。解約金がないのでご安心ください。
契約アンペアが 30A 以上のお客様が対象となります。

事前の調査

防除開始
詳細はモテキ各担当までお問い合わせください・・・

活動状況の確認
0120-30-8000

電気料金のシミュレーションもありますので、お気軽にモテキまでお問い合わせください。
モテキ各担当までお問い合わせください・・・

0120-30-8000

そろそろお歳暮の季節です。

お歳暮は「高崎ハム」を

落ち着いた雰囲気の
おしゃれな外観で、
お蕎麦
屋さんというより和風の
カフェと言う感じです！

モテキの特別価格は、定価の３０％off
高崎ハムの

食リポ

おススメ！
語り継がれる味自慢
国産豚肉使用
『谷川岳』

お歳暮にハムが
選ばれる理由
お歳暮を贈るときには、消費期限のない洗剤やタ
オルなどを選ぶ方も多いですが、やっぱり人気なの
は『食品』です。食品に限定して「貰って嬉しいお歳
暮ランキング」検索サイトを調べると、１位がハム・
ソーセージ。２位が和牛、３位がカニでした。なぜ、
ハムが選ばれるのか・・それには理由があります。

簡単に食べられる！

店内は明
るく、大きな一枚板のテーブ
ルを中心に、テーブル席と小上がり
があります。
予約も受け付けてくれる
ので大勢で行くときは予約しま
しょう！

私はチキンカツ丼
と玄そばのセットをい
ただきました。
粗挽きした蕎麦の実が
入っている玄蕎麦
は最高です！

TB-500

■ロースハム（600g×１）
定価

¥5,400(税込）

￥3,780

特別価格
（税込）

ポークの旨味『マイスター』
人気の３種類を詰め合わせ
TJ-335

賞味期限が長い！

■スパイシーポーク（300g×１）
■ポークウインナー（90g×2）
■肩ロース焼豚（270g×１）

種類が豊富！
みんなが好き！
「広がる味わい・広がる信頼」
という意味が込められた『末広』

今回は島野町の
「蕎麦一」
に行ってきました。

定価

¥3,240(税込）

￥2,268

特別価格
（税込）

深い味わい「尾瀬」
肉の旨みが詰まった「榛名山」の
『名産ギフト』

TB-301

■尾瀬ボンレスハム（350g×１）
■榛名山ポークソーセージ（300g×1）
定価

¥3,240(税込）

珍しい玉子の
天ぷらがのった人気
の海老入りのかきあげ丼
です。
半熟玉子との相性
もバッチリです。
1100 円

チキンカツ丼
がメインです。
そこに小盛りの
お蕎麦とサラダ、
香の物がついて
980 円です。

ど

セットな
定
限
チ
ラン
豊富
メニューも

玄蕎麦とは、
選び抜
いた蕎麦の実を丸ごと
使い、
毎日心を込めて粗挽
きしています。
当店こだわりの味を
ぜひ、
ご賞味ください。

年越しそばの
予約受け付けております。

￥2,268

特別価格
（税込）

■フレンチベークドハム厚切り（60g×2）
■熟成ベーコン厚切り（70g×1）
■カナディアンベーコン（57g×１）
SP-472
■オールドハム（85g×１）
定価 ¥4,320(税込）
■サルシッチャ（90g×2）
特別価格
（税込）
￥
■ホワイトサルシッチャ（90g×1）

3,024

お歳暮を頼むなら・・・

一般的にはデパートなどに頼む方が多いと思いますが、当社は地元ブランド「高
崎ハム」を定価の３割引で取り扱っております。
また、担当者がご自宅までカタログ
を持ってお伺い致しますので、
ご注文の際はお気軽にお問い合わせください。

お歳暮のご用命はぜひ！モテキへ

0120-30-8000

営業時間／ [ ランチ ]11:00 〜 14:00
[ ディナー ]18:00 〜 20:00
店休日 月曜日 第 3日曜日
駐車場／ 12 台
住所：〒370-0015
群馬県高崎市島野町３０７
電話 :027-352-3711

