お客様とモテキをつなぐコミュニケーションペーパー

無料

天然水「富士の湧水」12ℓ×1 個

お試しキャンペーン！！
美味しい天然水を、
オフィスやご自宅までお届けします！

容器（D-パック）は空気が入りにくい収縮タイプのため、水の酸化や汚
染の心配がなく、
とても衛生的！
身体に直接入るものは、安心で新鮮なものがいちばんですよね！

ご挨拶
ご案内
年
の
8
1
催
0
開
2
フェア
ル
タ
トー
モテキ
書

周知文
ス
ガ
P
L

サーバー内部を自動クリーニング
夏場はお湯を飲まなかったり、冬場は
お水を飲まなかったりしませんか？その
ままずーっと溜まっていたお水を飲む
のは嫌ですよね…「富士の湧水」は、週
に一度2時間半かけタンクの内部を高
温水で循環し、サーバー内部を自動で
クリーニングします。サーバー内部は常
に清潔な状態だから、小さなお子様に
も安心です。

他にも便利なことがたくさん！

2018

❶ ５種類の水温が使えて便利
❷ チャイルドロックは冷温両用
❸ 省エネモードで電気代を３割カット
❹ 手動で使えるサービスコック付き！
もしもの時の備蓄水としても活躍します！

モンドセレクション
2017

金賞受賞

サーバーの大きさは？ １ヶ月にどのくらい使う？ お届け方法は？
詳しくは担当までお気軽にお問い合わせください。
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 森田剛之 櫻井貴大 岡部大樹 三木春陽）
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モテキの2017年 リフォーム実績

ご挨拶
平素より格別のご厚情を賜り有難く厚く御礼申し上げます。

モテキでは、多種に亘るリフォーム等の施工を
させていただいております。お客様に少しでも快
適な生活を過ごしていただけるよう、社員一同、
新商品の勉強会等を行い、ベストな提案・施工
をさせていただいております。ちょっとした手直し
から大きなリフォームまで、お気軽にお声掛けく
ださい。
また、今年はモテキ全社が総力をあげて行う展
示会「モテキトータルフェア」がございます。セー
ル期間中ならではの目玉商品や特別価格な商品
が目白押しです！
これをキッカケにお悩みを解消してみてはいかが
でしょうか？？

おかげさまで株式会社モテキは今年、創業から７０年を迎えます。

水回りリフォーム ……… 382 件
浴室・キッチン・洗面・トイレ・水栓交換等

外構工事 ……… 34 件

太陽光・フェンス・カーポート・テラス・
物置・駐車場等

内装工事 ……… 109 件
クロス・床・天井・ドア・手すり・
畳・襖・障子・バリアフリー等

塗装工事 ……… ２９件
外壁塗装・屋根塗装・その他塗装工事

皆様に今まで育てていただいた感謝の気持ちをこめて、今まで以

その他工事 ……… 103 件

上の提案をしていきたいと考えております。
私たちの使命は、地域の皆様に、より快適で安心の生活をお届

合計

けすることだと考えております。
６月には恒例の『モテキトータルフェ

………

657 件

※2017 年１月〜１２月までの少額工事を除いた合計数

ア』を開催し、様々な商品に触れていただく機会をお届けします。
社員一丸となって取り組んでまいりますので是非ご来場くださいま
すようお願い申し上げます。
本年も一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康、
ご多幸を心よりお祈り申し上げます。

3 プランからお選び頂けます
標準プラン（定率割）

株式会社モテキ
代表取締役社長 茂木克仁

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
ご使用の方ににオススメ

ご使
用量に関わ
らず、定率で
割引
定量
分を超えても
割引なので
安心

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

使用量が多い月が
ある方にオススメ
ご使用量に関わらず、定率で割引
月間の平均使用量が 600kwh 超

月間
のご使用量が
多いほど割引
率が UP

従量電灯 B-C 割引（途中解約いつでも OK）
契約アンペアが30A以上のお客様が対象となります。

低圧電力（動力）割引（途中解約いつでも OK）
契約電圧が50ｋW未満で、モーターなどを動力とする工場や業務用エ
アコンを利用する商店などでの利用を想定した事業者様向けの契約。
契約の電力容量以下の月使用量が割引対象となります。

高圧・特別高圧電力割引（1 年契約解約条件あり）
契約電力が50kW以上は高圧電力。高圧電力は6600Ｖで引き込んだ
電力を使用したい電圧に変圧して使用します。対象になるのは主に工
場、病院、デパートなど電気の使用量が多い施設です。
まずは、モテキのホームページより
簡単シミュレーション
モテキ 高崎問屋町

スマホの方は
こちらから

たっぷりプラン（kwh割）

電気割引サービスのご案内

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

詳しくは当社担当までお問い合わせください

0120-30-8000

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
知って

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

住宅用火災・ガス・CO 警報器

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
ガス漏れをすばやく感知し、
ブザーや音声で知らせます。

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

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。

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。

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。

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。

❷ニオイをつけてある

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。

❺燃焼には新鮮かつ、たくさんの空気が必要です

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。
マイコンメーター

Siセンサーガスコンロとは

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。

マイコンメーターの復帰方法

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。

マイコンメーターがガスを遮断した後、自分でできる復帰方法
ガス栓・器具栓を
すべて閉める

調理油過熱防止装置

消し忘れ消火機能
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

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。

●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

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

●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

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

（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。
10月10日はLPガスの日

緊急連絡先 株式会社モテキ

0120-30-8000

ʼ18モテキトータルフェアのご案内

18モテキトータルフェア
2018年6月9日・10日
ビエント高崎「ビッグキューブ」

●次のクロスワードパズルを解いてください。
下記回答欄は、全てのマスを埋めてください。
また、答え欄には
内の文字を組み合わせて
できる単語を記入してください。
応募締切り
３月末日

「モテキトータルフェア」
の
魅力は、
モテキ特価で商品をご
購入いただけること。
さらに、
フェア当
日に景品と引き換えの出来る金券がつく
こと。展示会の２日間だけでなく、
４ヶ月間と
いう長いセール期間 (２/１〜６/１０) が設けら
れていること。セール対象商品も小さなもの
から大きなものまで…様々。
是非、期間中にお買い物を！
リフォームも大歓迎です♪

（２） 帰省していた息子一家を○○○○に駅に来た。
（１）この本棚は、自分で完成させる○○○○式だ。
（３） 物を移動させるのに便利な○○の原理。
（４）ふるさと納税とは、地方自治体への○○金制度だ。
（４） 早口言葉「となりの○○○は、よく柿食う○○○だ。」
（６）選挙中の○○○○が本当に守られるのか心配だ。
（５） 高崎駅前にできた「オーパ」は、○○○○型商業施設だ。
（８）少女マンガに出てくる、○○○に乗った王子様。
（７） 高い音を出すために使う、ひっくりかえったような声。
(10)「まんじゅうこわい」や「じゅげむ」は元々○○○の話。
（８） 戦時中は、食べ物を国が配る○○○○○制が行われていた。 (11) そぼろ丼などに使われる玉子料理。
（９） 始めはビート板を持って、○○○○だけで泳ぐ練習がいい。 (12) ハトに○○を与えないでください。
(13) 日本の魚類学者の○○○クンは、ギョギョギョでも有名だ。 (14) ○○○○収納は、漬物や瓶物の収納に便利だ。
(15) 鶴は千年、○○は万年。
(17) オイスターソースの主原料は○○です。
(16) ○○になってかかってこい。
(19) 疲労回復に有効なクエン酸など有機酸が豊富な○○。
(18) 謎をとく鍵となる言葉を、○○ワードという。
(20) クリームブリュレでは、最後○○○○で焼き目をつける。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※一家族一台限り
（モテキのお客様に限ります）

0120-30-8000

※当選者の発表は、
ecomo 紙上で随時発表致します。
きりとり

モテキトータルフェアのセール期間中
（２月１日〜６月10日）に、
対象商品を含む合計50万円（税別）以上
お買い上げのお客様（当社プロパンユーザー様）を
ペアでご招待いたします。

答え
1
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円切手を貼って

今までに、
東京スカイツリー、長
野善光寺、高尾山などの観
光や、パナソニックの住宅体感
ツアーや、ノーリツのシステムバス
工場見学などもありました。そし
て美味しい食事を楽しみま
した。

2

４

3
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８

５

7

９

10

9

12

11

高崎市上豊岡町５５４１２
きりとり

楽しそうだね！
一緒に行きたいね！

20 名様に
プレゼント！
《ヨコのカギ》

《タテのカギ》

投函してください

今年も 7 月に
バスツアーを開催します！

山路を登りながら

銀イオンでお風呂の残り湯を除
菌。沸かし直しでも、ヌメリ・
ニオイを防ぐことができます。
150 回使用可能で経済的です。

答えヒント！ うららかに晴れた日に吹くそよ風

感謝

お問い合わせはモテキ担当まで

アイリスオーヤマ
『ふろ水クリーン』

パズルに答えて右の賞品をもらおう！

株式会社モテキ
ライフアップ事業部
クロスワードパズル係御中

この部分をはがきとして利用する場合は
切り取り線を切り、
中央を山折りして
裏部分を糊で貼り、
切手を貼って投函してください。

FAX で送る場合

FAX:027-323-8439
メールで送る場合

info@moteki-ltd.co.jp

山おり

70年の感謝をこめて

クロスワードパズル

14

19

裏側を
貼り合わせる

15

16

9

20
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17
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crosswordpuzzle

crosswordpuzzle

