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家計にやさしいエコな水栓

水と湯の境のクリック感で、水と湯をきちんと使い分ける
ことができます。これにより、無意識によるガスや電気などの
無駄な消費を防ぐことができます。

水栓を替えるだけで光熱費が削減できます。
一体どれくらいの節約ができるのでしょうか

エコな水栓
知らないうちにお湯の無駄遣いをしていませんか？

従来の水栓は、レバー中央部で
は水とお湯が混ざって出る為気
づかぬうちに給湯器が作動する
ことがあります

従来品 エコシングル水栓

レバー中央部までは水が出ま
す。水とお湯の界に｢カチッ｣と
いうクリック感を設けたことで
きちんと使い分けられます

ここがエコ
中央で水とお湯を
　　きちんと
　　分けます

エコな水栓と従来の水栓の違いは？・・・ 節ガス効果は？・・・

従来のシングル混合栓と比較（4人家族）

CO2
約108kg
削減
（年間）

節水・節湯
約10,200 円10,200
お得お得
（年間）

※水道代でマイナス 1,600 円
　ガス代でマイナス 8,600 円

レバーの
真ん中は、
お湯だった
 んだ！

■たっぷりの浴び心地で、しっかり節水

従来のシャワーと比較すると
約35％（当社比）節水しながら、
従来どおりの浴び心地を実現しました。
水に空気を含んでいるので、疲れた体と
心を癒すように包み込みます。
節水でエコロジー＆エコノミー、
さらに人にもやさしいシャワーです。

■空気の力で「節水」と「心地よさ」を両立
従来のシャワーと比較すると
約35％節水しながら、 たっぷりの
浴び心地が体感できる新しい
シャワーです。

空気を含んだやさしい浴び心地 めっきタイプ 樹脂タイプ
￥5,900( 税抜）￥12,000( 税抜）
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従来シャワー

水の量を比べて
　　　みよう

　　　　従来の
　　　シャワーと
 エコなシャワーの 年間にするとこんなに

節水節水節水

CO2
約147kg
削減
（年間）

CO2 も
こんなに
　削減　金額に

　すると
約14,500 円
お得お得
（年間）

エコなシャワー

41％約
節ガス効果

※水道代でマイナス 1,600 円
　ガス代でマイナス 8,600 円

　　蛇口を
替えただけで
こんなにお得に
　　なるの！

ガス代：マイナス約 9,000 円
水道代：マイナス約 5,500 円

シャワーヘッドを
　替えるだけで
　節水もできて
浴びごこちサイコー！

エコなシャワーヘッド

THYC48

￥6,372( 税込 ) ヲ

エコなシャワー

1 回の使用量

4,9504,950￥ 円（税込）4,9504,9504,9504,9504,9504,9504,9504,950
THYC48THYC48

※メーカーの資料による
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●ハローワーク

浦上川
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●法輪会館

浦上駅

ここです

妊娠を考えている方から子育て中の方、
母乳がよく出る体力作りなどママのた
めのご提案を助産師さんがアドバイス
します。

☆３月７日（火）
・時間 10：00 ～ 13：00　
・受講料 3,150 円
・募集人数　10 名
お申し込みは　090-8288-7606
　　　　　　　　（谷川先生）

ママのための食育塾

レンタルスペース

身体に優しい材料等を使ってヨーロッ
パのベーシックなお菓子を中心に、添
加物を極力使わずに作ります。

☆３月２１日（火）
・時間 11：00 ～ 14：00　
・受講料　3,500 円 
・募集人数　10 名
お申し込みは 090-7380-1437（益子）

江口センセのガチンコ

お菓子教室

レンタルスペース

野菜の栄養、特長、保存方法、簡単な
調理方法など楽しく学んで料理しま
しょう。

☆３月１６日（木）
・時間 10：00 ～ 12：30　　　　
・受講料 2,500 円　募集人数 10 名
お申し込みは TEL/FAX　095-825-3565
tomi_yasai_san2@yahoo.co.jp
ブログ http://yasai831.at.webry.info/

野菜ソムリエプロ富永素子先生の
笑顔の野菜教室

レンタルスペース

ココラボで毎月 1回開催している日本食
育協会上級食育指導士の筑濵則子先生に
よる食育教室です。気さくな先生で、毎
回勉強になるお話がきけますよ♪

〒852-8014 長崎市竹の久保町 17 番 17 号

0120-39-1721

■http://www.e-utopia.jp 
■E-mail：gas@e-utopia.jp

☎     095-861-0840
FAX  095-861-0800

スタッフ きき ＶＯ． 10スタッフ にに っっ

石橋　倫子
営業アシスタント
趣味：ぶらり旅

筑濵則子先生の食育教室

・時間　１０時～１２時　

・募集人数　１０名　・参加費　５００円

・ご用意いただくもの

 エプロン・三角巾・筆記用具　

ご予約はこちら

0120-00-5918

・時間　１０時～１２時　

・募集人数　１０名　・参加費　５００円

☆3月23日（木）

みなさん、はじめまして、事務の石橋です。

休日は友人とノープランで出かけて気になっ

た場所があれば立ち寄ってみるとゆう気まま

な時間を過ごしています (^_-)-☆食事が美味し

いお店も探しています♪

ココラボ主催教室

ご予約は　

コンロの使いこなし教室を開催しました♪

最新コンロＮＥＷデリシアを使って

今回はアプリを使ったオート調理
機能、炊飯機能、麺茹で機能、
コンロのオートメニューで調理
していきます (^O^) ／

アプリのレシピを参考に、ダッチ
オーブンの中に材料をいれていき
ます。（写真の具材は参鶏湯です）

ダッチオーブンでパンを焼きました。

外はこんがり、 中はふっくら！

鶏の照り焼きは皮目がパリッと

中はジューシーに仕上がりましたよ♪

フライパン蒸し温野菜は野菜を並べて
アプリのオート調理でカンタンおまかせ

グリルにダッチオーブンをセット。
アプリからコンロにメニューの送
信ボタンを押して点火すると火加
減も消火も自動でＯＫ！

ココット

ダッチオーブン
ビルトインコンロＮＥＷデリシアは新しく便利な機能がいっぱい！

専用ココットとダッチオーブンを使えば本格的なお料理が簡単に

作れます。 またデリシア専用アプリで豊富なレシピがオート調理！

毎日のお料理が楽しくなります。

スリット状のフタから直火が届き、 炭火のような
遠赤外線＆金赤外線効果で食感も一層美味しく。
底面も油が落ちる形状でヘルシーに仕上がります。

煮込み料理も食材と調味料
を入れてスイッチを押すだけ。
ケーキやパンもふっくら焼き
上がり、 ガスならではの
美味しさを楽しめます。

キッチン蛇口を取替えましたキッチン蛇口を取替えました

Before

　　蛇口をエコな
　蛇口に取替えました
　しかも浄水器付きで
　スッキリなりました
知らないうちにエコに
なってちょっと得した
　　　　気分です

After


