塩釜昔話Ⅰ 狐 伝 説（７回シリーズ）
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イオンサービスセンターへご来店のお客様へ
マスクの着用を
お願いします

ガス設備点検に
お伺いします

赤坂奴

その 2

〈塩釜ガス&マリネット情報誌〉

感染症対策にご協力ください

（やっこ）

むかし、塩釜に水揚げされた魚は、馬子という人たち

手指の消毒を
お願いします

×

都市ガスをお使いのお客様が対象になります

が馬の背中に積んで、仙臺海道（塩釜街道）である赤

10

坂から岩切を経て原町に運び、そこで荷を積み替えて
仙台の肴町に送られていました。あるまだ暗い早朝、
この馬子たちが赤 坂にさしかかると、
「 避けぃ〜、避

けぃ〜」と、勇ましい先ぶれの掛け声とともに殿様の行列がやってきま

赤坂の牧舘稲荷大神
（赤坂奴ゆかりの稲荷？）

した。当時の塩釜には、藩主が鹽竈神社を参拝するための御仮屋（勝
画楼）があり、殿様の行列は珍しいことではなかったので、馬子たちは
暗い時分でも不思議に思わずに慌てて道の片隅に土下座して行列をお

11

「新河岸町」
「大河岸町」の道標

迎えしました。やがて殿様の行列が通り過ぎたので、恐る恐る頭をあげ
馬を引いて出発しようとしたとき、あっと驚きました。馬の背に積んで

月

月

新富町
舟入 1丁目1〜6番地の一部
2丁目1番地の一部

清水沢 1丁目41番地の一部
3丁目25〜36番地の一部
4丁目4〜8、19〜29番地の一部

vol .

あったはずの魚の荷が、すっかりなくなっていたのです。実は赤坂には、

82

人をだましたり悪戯をする古ぎつねが住んでおり、馬子たちが土下座を
しているうちに、ごっそり魚の荷を持っていったのです。それから馬子
たちは、このきつねを「赤坂奴」と呼んで、大そう恐れたということです。

◎対象地区のお客様には2週間程度前にお知らせのハガキをお送りしております。
詳しい日時については1週間程度前にお知らせのチラシを投函しております。
さらに、

殿様の行列に化けた赤坂奴

藩政時代の本町の旧町名

答えは「いんでガスメンバーサイト」へhttps://www.edegas.jp

都 市 ガ ス 料 金 の お 知らせ
※下記料金表の金額には消費税相当額（１０％）
が含まれております。

令 和 4 年11月 検 針 分
原料費調整制度は、
為替レートや原油価格などによって変動する原料費の変化を、
ガス料金に迅速に
反映するための制度で、
毎月原料費に応じた料金
（従量料金単価）
の見直しがはかられます。
今回
（令和４年１１月）
の従量料金単価は前回
（令和４年１０月）
の料金と比較して税込みで＋１０．
２９円となります。

一般契約

温 水 暖 房 ほっとプラン（ 家 庭 用 温 水 暖 房 契 約 ）
令和４年１０月 令和４年１１月 令和４年１１月

月間使用量

基本料金

0㎥から20㎥まで

872.30

233.85

21㎥から250㎥まで

1,004.30

227.41

251㎥以上

1,619.20

224.97

従量料金単価（円／㎥）

（円／月）

増減
（円）

従量料金単価（円／㎥）

＋１０．
２９

月間使用量

基本料金
（円／月）

令和４年１０月 令和４年１１月 令和４年１１月
従量料金単価（円／㎥）

244.14

0㎥から20㎥まで

872.30

233.85

237.70

21㎥から29㎥まで

1,004.30

227.41

235.26

30㎥以上

2,788.50

167.29

増減
（円）

従量料金単価（円／㎥）

244.14
237.70

＋１０．
２９

177.58

＊ガス温水暖房ご利用のお客様が対象のプラン。
ガス温水浴室暖房乾燥機だけのご利用も対象になります。

ファミリーエコプラン（ 家 庭 用コ ー ジェネレ ー ションシステム 契 約 ）

まるごとガ スプラン（ 家 庭 用 厨 房・給 湯・暖 房 契 約 ）
月間使用量

基本料金

令和４年１０月 令和４年１１月 令和４年１１月

0㎥から20㎥まで

872.30

233.85

21㎥から36㎥まで

1,004.30

227.41

37㎥以上

2,744.50

180.20

（円／月）

従量料金単価（円／㎥）

増減
（円）

従量料金単価（円／㎥）

244.14
＋１０．
２９

237.70
190.49

＊ガス厨房機器（コンロ・オーブン等）、
ガス給湯機器（給湯器・風呂釜等）、
ガス暖房機器（ファンヒーター・
ストーブ等）
をそれぞれ１台以上ご使用のお客様が対象のプラン。

ガス料金計算例

0㎥から15㎥まで

基本料金
（円／月）

872.30

令和４年１０月 令和４年１１月 令和４年１１月
従量料金単価（円／㎥）

増減
（円）

16㎥以上

2,196.70

イオンタウン塩釜サービスセンター
9：00〜18：00

新築設置インタビュー

147.54

＊
「エコウィル」
（マイホーム発電システム）
でガス温水暖房をご利用のお客様が対象のプラン。

157.83

022-362-5191

〈マリネット各種サービス、ご契約内容・支払い等に関する問合せ〉

宮城ケーブルテレビ株式会社 マリネット

0120-077120

かんた

ガス衣類乾燥機「乾太くん」

塩釜ガス
ご利用中の
お客さま

エアコンの電気代が
気になる今、すぐ暖まる
ガスファンヒーターが
注目されています。

必見！

レン タ ル 《期間（1シーズン）／11月〜翌年4月》

Ａ タイプ

B

〈スタンダードタイプ〉

C

タイプ

〈高性能タイプ〉

月々レンタル

タイプ

月々レンタル

1,000円（税込）

1,500円（税込）

[暖房能力]4.1kw
●木造11畳まで ●コンクリート15畳まで

[暖房能力]3.5kw
●木造9畳まで ●コンクリート13畳まで

[暖房能力]5.8kw
●木造15畳まで ●コンクリート21畳まで

※塩釜ガスをご利用のお客様に限らせていただきます。※途中解約の場合、残存期間レンタル料金を一括払いにて申し受けます。※11月〜翌年4月のガス料金と一緒にお支払いいただきます。
※写真はイメージです。

ご安心ください!

Point1 工事は半日!

ガス栓の取り付け工事は簡単＆スピーディ!

Point2 室内の配管スッキリ!

約半日の取り付け工事で簡単にガス栓を増やせます。 お部屋の中も、見た目もスッキリの配管を実現。

Point3 ２階のお部屋にも対応!

屋外配管で２階にも取り付け簡単。

Point4 お見積り無料 !

お部屋にガス栓がないという理由で、ガスファンヒーターのご利用を諦
めていませんか？ガス栓は、半日の簡単な工事で増設できます。キッチ
ンのガス栓や屋外のガス管を利用して、お部屋に新しいガス栓を設置す
ることができます。
①ガス管
からの分岐

②ガスコンセントを
室内に増設

ガス機器設置位置やガス配管などお気軽にご相談
ください。

ホームページから修理依頼や引っ越しの際
のお手続き、各種お問い合わせができます！

塩釜ガスメルマガ登録でお得な情報をゲット!
お得な情報
イオン
タウン塩釜

お申し込み
受付中！

〈広々スペースタイプ〉

月々レンタル

500円（税込）

022-366-4680

〈ガスの使用開始・中止のお申込み、修理、ガス料金・支払い等に関する問合せ〉

塩釜ガス株式会社 本社

P!

244.14
＋１０．
２９

◎例えば一般契約料金適用の標準的なご家庭で１ヵ月のガス使用量が31㎥の場合

〈買替え、商品、リフォーム、修理､他各種サービス問合せ〉

従量料金単価（円／㎥）

233.85

〈早収料金〉
＝ 基本料金（税込）＋ 従量料金単価
（税込）× ガス使用量 = 1,004.30円＋237.70円× 31㎥＝ 8,373円 (円未満切り捨て)

塩釜ガス・マリネット ホームページ https://www.indegas.jp/

塩釜市海岸通15-100

月間使用量

C
PI

KU

登録
無料

セール

クーポン

生活情報

イベント案内

お買い得情報やイベント案内など、
フレッシュな情報をいち早くお届けいたします。
右のQRコード、
または塩釜ガスホームページからアクセス！

③ガスコンセント
に接続するだけ

か ん た

『 乾太くんのおかげで、
ワンコを美しく、
思いっきり
遊ばせることができる』

いんでガス光

多チャンネルサービス

光回線で動画視聴やWEB会議・授業も安心！
毎月の通信費を見直してみませんか？

マリネットなら、アンテナ不要で外観もスッキリ！
専用のチューナーを設置するだけで、地デジ・BS・専門チャンネルがセットで約60チャンネル見放題！
さらに、4K対応テレビをお持ちなら4KBS放送も6チャンネル視聴可能です。

初期費用について詳しくはお問合せください。

＼プロバイダー契約・料金込
み！／

【月額利用料金】

プロバイダーパック

以前は東 京都内にお 住まいだったというＹ様 。
宮 城に 移り住むにあたり、Ｙ様 夫 妻と愛 犬の 生 活を考え 、
「 広い庭のある、ワンコと長く住める平屋 住宅 」をテーマに新築 。
高 効 率 給 湯風呂釜 、ビルトインコンロ 、そしてガス衣 類 乾 燥 機を設 置し
たＹ様にお 話を伺いました。

初期費用について詳しくはお問合せください。
4Kスタンダード
4K

5,720円(税込)／月

■プロバイダーなし：5,060円(税込)／月

月額利用
料金

※付加サービスなし

亘理町荒浜 Ｙ様邸
【塩釜ガスのＬＰガス利用】

専門CH 4KBS

4,180円(税込)/月

スタンダードブルーレイ

地D

BS

専門CH

6,930円(税込)/月

4Kファミリー 地D
4K

BS 専門CH(一部HD) 4KBS

5,236円(税込)/月

ファミリーブルーレイ

地D

BS 専門CH(一部HD)

【録画機能付】

7,766円(税込)/月

4Kテレビをお持ちなら、
4Kテレビをお持ちなら、
4Kコースがおすすめ！
4Kコースがおすすめ！

ケーブル光電話まとめてプラン

550円(税込)／月

BS

【録画機能付】

※別途プロバイダー契約が必要です。

【ケーブル光電話】
ケーブル光電話

地D

1,650円(税込)／月
※付加サービスセット(*1)

※4K放送のご視聴には、
お客様で4K対応テレビのご用意が必要です。
2Kテレビの場合、
2K画質になります。
※ご利用料金課
金開始から1年未満での解約、
または2Kサービスへの変更となった場合、
契約解除違約金として11,000円をお支払いいただ
きます。
予めご了承ください。

*1 発信番号表示/番号通知リクエスト/割込通話/着信転送/迷惑電話撃退/
着信お知らせメール

ご利用ガス機器
・ガス衣類乾燥機「乾太くん」
・高効率給湯付風呂釜
・ビルトインコンロ

▲愛犬・次男パルくんと、乾太くん

「トリミングルーム」と「乾太くん」の設置が必須でした。
我が家にはワンコが３匹います。妻がワンコ３匹をトリミングしているので、ワンコのシャワー・シャンプー・カットが出来るお部屋「トリミングルーム」
を設置することが妻の希望でした。あと、シャンプーすると大量の身体拭きタオルの洗濯物が出てしまいます。だから「乾太くん」の設置も必須でした。

地デジ111ch コミュニティチャンネル

地デジ111ch コミュニティチャンネル

『第8回発掘！おもしろ東北人2022』

『うわじまガイヤカーニバルドキュメンタリー

宇和島の中心で、ガイヤ愛をさけぶ』

「乾太くん」は必須アイテムの一つです。
我が家では毎日の洗濯が欠かせません。３匹のワンコたちは、昼夜風雨を問わず広い庭でボール遊びを
するのが大好きなんです。全身ドロドロに汚れてしまうので、その都度大量の足拭き用タオルが必要に
なってきます。
大量の洗濯物をすぐに乾燥してくれる「乾太くん」のおかげで、ワンコを美しく、思いっきり遊ばせるこ
とができるのでとても重宝しています。我が家にとって「乾太くん」は必須アイテムの一つです。

Ｙ様邸での必須アイテム「乾太くん」とは？
高性能で低コスト、スタイリッシュなデザインで高い満足度を誇っているガス衣類乾燥機「乾太くん」。
実際に使ったユーザーの「もう手放せない！」という評価が口コミで広がり続けています。その満足度
を支えるのが、ガスならではのパワーとスピードです。

▲設置したのは５kgタイプの「乾太くん」。
排湿管は黒色でスッキリ見せています。

ガス乾燥のパワーは一度使うと手放せない。

初 回 放 送日時

11月1日（火）12：00～

漫画・コント・モノマネ・一発芸などの王道のお笑いはもちろん、演
芸・落語・手品・ダンス・歌・スゴ技など、ジャンルは問わず純粋に
「面白さ」を競い合う大会です。求めるのは笑顔を作るパワーです。
一緒に東北に笑いのムーブメントを作りましょう！

衣類乾燥機といえば電気を連想するかもしれませんが、
コインランドリーではほとんどガスが採用されています。

制作：株式会社ダイバーシティメディア

この事実からも、80℃以上というパワフル温風が圧倒的

初 回 放 送日時

11月1日（火）18：00～

2022年、夏。3年振りに開催された愛媛県宇和島市最大のイベン
ト「うわじま牛鬼まつり」。そのイベントの一つ、“ガイヤカーニバ
ル”では、宇崎竜童氏が作詞・作曲した曲に合わせて街中を踊り歩
きます。振り付けは宇和島市出身でピンクレディーなどの振り付け
も手掛けた土居甫氏。誕生して30年以上、“人々はなぜ踊り続ける
のか？”その秘密に迫ります！
ナビゲーター：桝形浩人
制作：宇和島ケーブルテレビ株式会社

なスピードで衣服を乾燥し、清潔でふっくらとした仕上
がりを実現します。

インターネットでマリネットの毎月のご利用明細が確認できる
Ｙ様も重宝しているガス衣類乾燥機「乾太
くん」。
3kg、
5kg、
8kgの3モデルをラインアップ。
都市ガス・ＬＰガス、新築・既築を問わず設
置できます。洗濯をラクにしたいお家や職
場に、設置を検討してみませんか？

『料金明細WEBサイト』
をご利用ください！

お申込みは 宮城ケーブルテレビ

【お問合せ】塩釜ガス イオンタウン塩釜サービスセンター（イオンタウン塩釜内）☎022-366-4680［営業時間］9:00〜18:00

☎０１２０-０７７-１２０まで

【ケーブルテレビに関するお問合せ・お申込み】宮城ケーブルテレビ㈱

ご利用いただくには新規登録が必要です。
＜サービスご利用開始までの流れ＞
①宮城ケーブルテレビマリネットまで利用希望のご連絡をお願いいたします。
②お客様宅へ登録手続きに必要なお客様番号などを記載した書面と登
録マニュアルを送付いたします。
③お客様にてマリネットのホームページからご登録をお願いいたします。
登録後、ご利用可能です。

0120-077-120［受付時間 ］平日･土日祝8:30〜17:00

