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株式会社ユートピア
長崎市竹の久保町
１７番１７号

TEL095-861-0840
gas@e-utopia.jp

ココットプレートを使用焼き網を使用

株式会社　ユートピア

代表取締役　

ゆうと通信

期間中 5,000 円以上お買い上げの方に
商品券 1,000 円分プレゼント！

平成 30年 1月 5日 ( 金）～ 1月 31 日 ( 水）

　お年玉
もらっちゃおう

新春お年玉新春お年玉新春お年玉

※詳しくは、担当までお問い合わせください

歳　　　　　　　　　旧年中は大変お世話になり、 心よりお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　さて、 2017 年を振り返りますと、 業界では、 ガス小売り自由化がはじまり、 異業種

                      から様々な企業が小売に参入しました。 お客様にとっては、 電力とガスの供給元を

                      選択することができるようになった分、 コストが下がるなどメリットを得ることができるよう

                      になりました。 しかし、 選択肢が増えた分、 わかりづらさによる不安や迷いを感

じておられるご家庭が増えているようにも感じます。 当社では自社で運営するマンションにおいて

｢電気とガスを使ったエネルギーの見える化」 の実験に取り組んでまいりました。 今後さらにお客様に

分かりやすい情報を提供し、 安心して最適なエネルギー利用ができるようお手伝いしてまいります。

また、 昨年秋口からガスの卸価格が上昇を続けていますが、 近年力を入れているリフォームと設備

事業の伸びでコストの増加を吸収しています。

　更にショールーム｢ココラボ」 のリニューアルも行い、 新しい情報発信基地として機能を強化しました。

加えて、 カフェ｢ばんぶう ( 英語で竹という意味）」 を併設しました。 ショールームを構える竹の久保町

はその昔、 竹林がある窪地で、 雀のさえずりが聞こえる癒しの空間でした。｢ばんぶう」 もそうした空間

づくりを目指しています。 お近くにお越しの際は、 気軽にお立ち寄りください。

今年の大きなテーマは、｢時代の変化に対応できる体制づくりと挑戦」 です。 新しいリーダーを育成し

組織の活性化と基礎の強化をはかってまいります。

電気自動車時代の到来への対応にも取り組みます。 エネルギー供給企業として、 本社敷地内に

電気自動車の充電設備も設置し、 地域の皆様の需要に応えてまいります。 クリーンエネルギーの

供給で、 地域の環境に少しでも貢献できればと願っております。

　本年も宜しくお願い申し上げます。

謹んで新春のお慶びを申し上げます

プレゼントプレゼントプレゼント！！！

営業時間：11：00 ～ 17：00（不定休）
ばんぶう cafe　（ユートピアビル 2F）

ココラボりニューアルキッチン
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●ハローワーク

浦上川

●
活水中･高校

江山楼●●調剤薬局内科医院●

●ユートピア
　2Fココラボ

●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。

☆1月 16 日（火）
☆2月 20 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

ママのための食育塾

レンタルスペース

〒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 ききスタッフにに っっ

カラダの中から美しく

～卵 ・ 乳製品不使用の家庭料理教室～

レンタルスペース

卵・乳製品・小麦粉を使わないケーキ
専門店プチ・ラパンの店主　江口徳重
先生をお招きして料理教室を
開催します！

☆1月 23 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（吉田）

　　今まで　暖房はエアコンを
使っていました。この冬から
ガスのファンヒーターを勧められ
使っています。
足元から暖めるのでいつも足元は、
ぽかぽか。なんといっても点火から
5秒であたたかいというすぐれもの
寒い日の朝も、寒さ知らずです
空気も乾燥しないのでお肌もなんだ
かしっとりしています。ガスファン
ヒーターにしてほんとによかった

ＶＯ．15

ガスファンヒーターにしましたガスファンヒーターにしました

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。

☆1月 25 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主催教室

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♪

・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　

☆1 月 24 日（水）

0120-00-5918ご予約は　

☆2 月 22  日（木）

筑濵則子先生の食育教室

（会員様 300 円）

■お部屋のどこにいても、ぽかぽか
ここちいい！

寒い冬には毎日欠かせない暖房。家じゅうを
ぽかぽか暖め、家族みんなが快適に暮らせる
床暖房。ガス温水式床暖房はいいこといっぱい！

After
心地よさのヒミツは ｢トリプル効果」 にあり！・ ・ ・

ふく射

　 熱

お部屋全体を

ぽかぽかに！
 伝導

　 熱

足元から

じんわり

 対流

　 熱

空気の循環で

自然な暖かさ

真冬に素足で暮らせる家真冬に素足で暮らせる家
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臭いなし
イヤな

面倒な

手間なし
給油の５秒で

点火

ガスファンヒーターガスファンヒーター

ガスファンヒーター

11 月～
翌年 4月
（6ヶ月）
3,9003,900

ワンシーズンレンタル料

(税込）￥

ガスファンヒーターって
こんなにいいところたくさん！

床暖房床暖房 6 畳
298,000298,000 (税抜）￥ ～

Before

あけましておめでとうございます
スタッフ一同、今年も笑顔で皆様のお役に
たてるよう頑張っていきたいと思っています
今年も宜しくお願いします

スタッフ一同
山口へ社員旅行に行って来ました

あった
かいよ

！

After


