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この印刷物は再生紙を使用し、
大豆油インキで印刷しています。

この印刷物は、
グリーン基準に適合した印刷資材を
使用して、グリーンプリンティング
認定工場が印刷した環境配慮製品です。P-B10064

TM

よむとト
クするか

もよ。

ボク、シロナガスクジラのガスくじら。ボクたちの仲間は、地球上でいちばん
大きい哺乳類で100才以上の長生きなんだ。仙台市のガス事業と同じだね。
大きくて力持ち。そのうえ、けっこう頼りになるよ。
これからボクが「仙台市ガス局」のことをいろいろ紹介していくよ。

■幸 町 庁 舎／仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号 TEL 0800-800-8977
■泉 営 業 所／仙台市泉区将監八丁目3番3号 TEL 022-373-0641
■南 営 業 所／仙台市太白区西中田五丁目16番38号 TEL 022-242-2011
■ガスサロン／仙台市青葉区中央二丁目10番24号 TEL 022-264-0220

らくなガスくじららくなガスくじら
ためになるガスのおはなし その4強い揺れを感じたら

机やテーブルの下に伏せて、身の安全を確保しましょう。
揺れがおさまったら、ガス器具の火を消します。
ガスのにおいがしないか、注意深くチェックしましょう。

ガス臭いときは
窓や戸を大きく開け放ちます。このとき絶対に火を使わないでください。電気機器のスイッチも
着火源になるおそれがあります。
メーターガス栓を閉め、すぐに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にご連絡
ください。

臭いはしないけれど、ガスが出ないときは
ガスメーターを確認しましょう。
赤ランプが点滅しているとき
は、マイコンメーターがガスを
遮断しています。ガスが遮断さ
れるのは「おおむね震度5以上の
地震」「ガス漏れ」「器具の長時間
使用時」などです。
ガス漏れなどの異常がなけれ
ば、簡単に復帰できます。
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 2 仙台市ガス局TEL 256-2111

グラグラッ、あっ、地震。
そのとき、どうすれば?

マイコンメーターの復帰操作
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止める。

はずす。

押す。

待つ。

家の中のガス器具をすべて

メーター左上のキャップを

中の復帰ボタンをしっかり

ランプの点滅が消えたら、ガスが使えます。

キャップをもどして約3分

※3分間以上点滅が続くときは、ガス器具の止め忘れがないか確認
し、もう一度復帰操作をしてください。
※正常に復帰しない場合は、仙台市ガス局にご連絡ください。

赤ランプ

復帰ボタン

メーターガス栓（開栓時）
（復帰の際は、この栓を開けてください。）

3分

ガスで毎日
快適生活

ゴロ
ゴロ

ゴロゴロ

カイテキ
、

　　カイ
テキ。
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「ウィズガス住宅」でかなう、
安心&快適ライフ。

必要なときだけ、必要な分のお湯を沸かすから、
無駄のないガス給湯器。冬場の浴室をポカ
ポカに暖めてくれるのは「浴室暖房乾燥
機」、高齢者や小さなお子さんも安心で
すね。ミストサウナは一度体験したら、
毎日続けたくなる気持ち良

さです。

たっぷりのお湯が
一日の疲れを癒す、
いい湯だな♪

バスルーム

冬場の入浴がおっくうなのは、寒い脱衣所と無関係
ではないでしょう。高齢の方は急激な温度変化によ
る健康被害も心配されます。「浴室暖房乾燥機」
があれば、暖かい部屋で着脱衣ができます。
洗濯物の乾燥には「衣類乾燥機」が大
活躍。もうお天気を気にしなく

ても大丈夫です。

寒い日も
あったか空間で着脱衣、
入浴に安心も添えて

サニタリー
環境にやさしい「ウィズガス住宅」は、家族にもやさしい。
パワフルに、かしこく、頼もしく！
笑顔はじける、
便利で快適な毎日をサポートします。

立ち上がりが早く、空気も汚さないと評判の「ガ
ス温水暖房」。結露もしにくく、カビの発生も抑
えられるから高気密･高断熱住宅にも最適。
足元から暖める床暖房は、まるで陽だまり
のようなやさしさ。都市ガスだから、
やっかいな燃料切れの心配も

ありません。

やわらかな
暖かさに包まれて、
家族だんらん

リビング・ダイニング

すべてのバーナーに温度センサーが備わった
「Siセンサーコンロ」で、「立ち消え」「油の過
熱」「消し忘れ」の心配をストップ。そのうえ、
先進の調理機能が加わって、お料理が
もっと楽しく。ガスコンロは、個性
もいろいろに進化を続けて

います。

安心・便利、
かしこいコンロで、
のびのびクッキング

キッチン



らくなガスくじららくなガスくじら

料理のおいしさも、
楽しさもアップ！
安全・多機能・高機能で、
毎日の料理をバージョンアップしてくれる腕利きシェフ。
新しいガス調理器具で、料理の楽しさをもっと多くの人に。

陽だまりのような
暖かさに包まれて。

キッチン リビング・ダイニング

Siセンサーコンロ　
３つの「Ｓ」が、食卓においしい笑顔の花を咲かせます。

Safety（安心）
　バーナーの全口に、鍋底の異常過熱を検知してガスをストップする「天ぷら油
過熱防止装置」、火が消えたときに自動感知してガスを止める「立ち消え安全装
置」、設定時間で自動消火する「消し忘れ消火機能」を備えた「Siセンサーコンロ」。
“うっかりさんのヒヤリ”をなくす、至れり尽くせりの安全機能です。

Support（便利）
　揚げ物をカラッと仕上げる最適温を自動的にキープする「揚げ物温度調節機能」や、ふっくらご飯が炊ける「炊飯機能」、煮
すぎ・生焼けを防ぐ「各種タイマー機能」など、料理をサポートするうれしい機能がラインナップ。こだわり派のためのワイド
グリルや超高火力バーナーも人気です。（※メーカー･機種により搭載機能は異なります）

Smile（笑顔）
　お掃除がたいへん、という声に応えて進化したガスコンロ。凹凸のないフラット天板は、汚れが拭き取りやすく、お手入れ
簡単。ゴトクは簡単に外せ、そのまま食器洗い乾燥機に入れれば、手間いらず。グリル皿や焼き網は、汚れがつきにくい加工
が施され、しつこい油汚れも簡単に落とせます。（※メーカー･機種により搭載機能は異なります）

ガスオーブン
　ヒーターの熱で徐々に温度を上げていく電気オーブンとは異なり、
強い火力で、庫内を一気に加熱します。この早さが、素材の持ち味や
風味を逃しません。

ガス炊飯器
　「はじめチョロチョロ、中ぱっぱ…」の絶妙の火力調整で「かまど炊
き」のプロセスを再現。独特の粘りとうまみがあり、さめてもおいし
いと評判です。

食器洗い乾燥機
　家族団らんの間に、後片付け完了！手洗いよりも光熱水費がかからないうえ、時間も短縮
できます。給湯接続にすれば、お湯を沸かす時間や光熱費がさらに削減できます。
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ガス温水暖房
　室外の暖房熱源機でつくった温水（約60～80℃）を、室内に備え付けた床暖房やルームヒーター、パネ
ルヒーターなどに循環させて、暖める仕組みです。室内に燃焼部がないので、空気は汚れず、いつもク
リーン。点火時や消火時のにおいも気になりません。その上、結露もしにくく、カビの発生も抑えられます。
近年、省エネルギー住宅として注目される高気密・高断熱の住まいにも最適な暖房システムです。

温水床暖房
　床仕上げ材の下に温水マットを敷設し、温
水を循環させます。床下からの「ふく射熱」で
部屋全体を暖めるので、対流式のエアコンや
ファンヒーターに比べ、室温を約4℃低く設定
しても十分な暖かさ。上だけが暖まるエアコ
ンなどとは異なり、床暖房は“頭寒足熱”の理
想的な温度環境をつくります。

温水ルームヒーター
　床面をすべるようにひろがる温風で、心地よい暖かさが広がります。
設置は、壁に取り付けた温水コンセントに接続するだけ。シーズンオ
フには収納して、お部屋を広く使えます。運転音が静かで、やけどの心
配もないので、寝室での利用、高齢者や小さなお子さんのいるご家庭
でも安心です。

ガスファンヒーター
　点火時間わずか5秒。あっという間に、お部屋全体を暖めます。ガス
だから、突然の燃料切れ…という心配もご無用。寒い日の夜も、安心
の暖かさです。燃料タンクがないから、軽量＆すっきりデザイン。イン
テリアの邪魔になりません。不完全燃焼防止装置や立ち消え安全装
置、転倒時ガス遮断装置など、充実の安全機能です。
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意外に寒い仙台の冬。暖房の質にもこだわってみませんか?
ガス温水暖房は、パワフル&スピーディー、空気も汚さず、経済的です。
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らくなガスくじららくなガスくじら

選べるお風呂機能2タイプ

フ
ル
オ
ー
ト

ふろ
自動

スイッチオン
お湯はり開始 自動ストップ

自動足し湯 ふろ配管クリーン 省電力モード

追いだき／自動保温

オ
ー
ト

ふろ
自動

スイッチオン
お湯はり開始 自動ストップ

省電力モード追いだき／自動保温

ふっくら仕上げで、
いつでも“洗濯日和”。
お天気とにらめっこしながらの洗濯はもうおしまい。
ふんわり柔らか仕上げはガスならでは。
温度バリアフリーをかなえる暖房機にも注目です。

ふっくら仕上げで、
いつでも“洗濯日和”。
お天気とにらめっこしながらの洗濯はもうおしまい。
ふんわり柔らか仕上げはガスならでは。
温度バリアフリーをかなえる暖房機にも注目です。

バスルーム サニタリー

癒しの空間に、
先進の快適性をプラス。
癒しの空間に、
先進の快適性をプラス。
お湯切れの心配なし、使う分だけ沸かすからムダもなし。バスルームを
リラックス空間にかえる機能も備え、癒しのひとときをお届けします
お湯切れの心配なし、使う分だけ沸かすからムダもなし。バスルームを
リラックス空間にかえる機能も備え、癒しのひとときをお届けします。

ガス給湯器
　給湯機器はどんな基準で選べばよいのでしょうか。長い年月のなかで、家族構成はしばし
ば変わります。また、急なお泊り客や来客でお湯の使用量が多くなってしまう日もあることで
しょう。電気温水器のような貯湯式では、連続して使用できるお湯の量には限りがあり、湯切
れの心配が付いて回ります。
　瞬間式のガス給湯器は、使うときに必要な
分だけお湯を沸かすので、無駄がありません。
1台で、全自動（自動）風呂、給湯、浴室暖房乾
燥機、床暖房と４役をこなすタイプは、住まい
の快適性と利便性をトータルで考えるお客
さまにたいへんご好評をいただいています。

「全自動（フルオート）」「自動（オート）」機能
　オートは、スイッチひとつでお湯張り、追
い焚き、保温を自動で。フルオートは、それ
に加えて足し湯の機能がついています。

浴室暖房乾燥機
　浴室暖房で冬場の浴室もぽかぽか。急減な温度差により発生する血圧の変化（ヒート
ショック）のリスクを低減し、お年寄りや血圧の高い方の負担を減らします。また、雨の日や夜
でも、浴室が衣類乾燥室に大変身。乾燥機能が、湿気を取り除き、カビの発生を抑えます。夏
場の入浴を快適にしてくれるのが涼風機能。のぼせず、ゆったりとバスタイムを楽しめます。

ミストサウナ
　高温で低湿度のドライサウナに対して、低温・高湿度に保つミスト
サウナ。お肌や髪はしっとり保湿、身体の芯からポカポカと暖まり、
心身ともにリラックス＆リフレッシュできます。身体への負担が少な
く、息苦しさもなく楽に入れるので、どなたでもご利用いただけま
す。汗を流したあとのさっぱり感に包まれて、気分爽快！毎日続けた
くなるバスタイムの新しい習慣です。
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温水パネルヒーター
　冬の脱衣室も、春の陽だまりのよう。ふく射
熱による暖房で、低めの温度でもじゅうぶんに
脱衣室が暖まります。スペースをとらない薄型
設計なので、トイレなどいろいろな箇所に設置
が可能。省エネタイプだから、ランニングコス
トも抑えられます。

温水脱衣室暖房機
　冬、寒い場所で、脱衣するのはおっくうな
もの。高齢者や血圧の高い方は、ヒートショッ
クの心配もあります。楽しいお風呂タイムを、
さらに快適にしてくれる温水式暖房機。涼風
モードにも切り替えられるので、夏場の入浴
後もさわやか。コンパクトボディだから場所
も取りません。

衣類乾燥機
　脱水機から取り出してそのままポンと入れるだけで、約５キロ
の洗濯物をなんと約50分で乾燥。熱効率が高いので、１回あた
り（乾燥重量５キロ）のコストも電気式の約１／３。ガスによる熱
風が洗濯物をやさしく包み込み、仕上がりはふんわり柔らか。ガ
スのパワーで除菌効果も期待できます。天気予報を気にするこ
となく“いつでも洗濯日和”。好きな時間に使えるのが、うれしい
ですね。そして、花粉やホコリがつかないので、アレルギーを持
つ方にも安心。お洗濯のストレスをすっきり解消してくれます！
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