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ご意見・ご感想はこちらまで 

e-na@mikawashoji.co.jp  

 三河商事  
  ～新サービスはじめました編～ 

三河商事がお届けする暮らしと街のステキ情報 

 

※一部を紹介しております。その他、たくさんのご意見・ご感想ありがとうございました☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

東燃ゼネラル石油の販売代理店として、 

サービスを開始しました♪ 

◀  ８月開催 

「暮らしeフェア」 

 

    10月開催 ▶ 

  「ガス機器展」 

● お近くの三河商事 ● 
  本 社    豊田市元城町２－６６ 
   ＴＥＬ      ０５６５－３１－０７７２ 

   岡崎支店      岡崎市井内町北浦４７ 
   ＴＥＬ        ０５６４－７１－３２２２ 

  若林営業所    豊田市若林東町棚田１３８－８ 
   ＴＥＬ        ０５６５－５３－０００８ 

  三好営業所    みよし市三好町新屋３４ 
     ＴＥＬ        ０５６１－３２－２７６６ 

お得な料金 

安心契約 

お申込みできるお客様 

※所有機器や電力契約種別により、お勧め 

できない場合がございます。 

（詳しくはお問い合わせください。） 

LPガスをご利用のお客様で 

30A以上の一般家庭用のご契約

をされている方 

 

契約後も中部電力が設備と送電の管理・補

助を行うので、停電の起こりやすさは変わ

りません。 

およそ1万円以上の 

ご利用でお安くなります！ 

 

途中で解約したい場合の違約金は０円です！ 

お気軽にお申込みができます。 

変わらない安全管理 

お問い合わせ先 
暮らし事業部 エコ住宅課 

  0565-37-7720 

Ｑ．ＬＰガスと都市ガスは何が違うの？ 
Ａ．ＬＰガスはプロパンやブタン、都市ガスはメタンを主な成分としたガスです。ＬＰガス 
  は空気より重く、都市ガスは軽いのが特徴です。また、ＬＰガスは火力が強く、災害時 
  の復旧が早いと言われています。 

― part 2 ― 

とよた湯めぐり小旅行 

100%天然源泉直結のラドン温泉 

金泉の湯は愛知県で初めて飲泉許可を

受けた温泉ですので、温泉を飲むこと

もできます。飲用で温泉成分を100%

取り込み、呼吸により吸入、入浴によ

り皮膚から取り込むトリプル効果で健

康促進になります。 

ラドン泉に含まれる自然放射線による療養効果は、 

『ホルミシス効果』といい、自然治癒力と免疫力を高めます。 

猿投温泉 -金泉の湯-  
住所 豊田市加納町馬道通21 

TEL 0565-45-5800 

営業時間 9:30～23:30 
      (土･日･祝は8:00～23:30) 

利用料金 大人￥1,500 小人￥1,000 

自然豊かな奥三河の山あいにあり、

15代に渡る歴史ある旅館｢はしもと｣ 

自然の醍醐味を満喫できる、旬の素

材を生かした季節折々の懐石料理が

自慢です！これから旬の自然薯やぼ

たん鍋はもちろん、お客様の要望に

沿った料理を提供してくれますよ★ 

露天風呂のすぐ側には大きな桜の木が 

あり、春には満開の桜を眺めながらの 

入浴もできます。貸切風呂もできちゃいますよ♪ 

★日帰り温泉・宿泊、ご利用の際は必ずお電話で

の予約をお願いします。その際、料理・お風呂・

金額等のご要望もお伝え下さいね♪ 

 

興味のある方は、ぜひお問い合わせ

ください(´▽｀)ノ 

お店や事務所など動力・高圧のご契約の 

お客様向けのプランもございます。 

猿投温泉  

 木のぬくもりを感じながらの 

お食事もおすすめ★ 
食事と入浴がセットになっている 

お得なプランも有りますよ♪ 
(湯の華プラン￥2,800) 

詳しくはＨＰへ↓ 
 

http://

www.sanageonsen.jp/

kinsenyu/top 

※表示価格はすべて税込です。 

 無料巡回バス有り 

 とよたおいでんバス 

「小渡」バス停下車 
歴史ある旅館でのんびり癒しの時間 

＊ イベントでもご案内させていただきました！ ＊ 

夜空を眺めながらのんびり入浴できる露天風呂 

小渡温泉 -はしもと -  
住所 豊田市小渡町南貝津20 

TEL 0565-68-2136 

日帰り入浴（要予約） 

 
笑顔が 

とっても素敵な 

女将さんと 

板前さん★彡 

詳しくはＨＰへ↓ 

http://www.odoyado.com 



 

弊社LPガスをご使用のお客様、本紙でお店を紹介しませんか？ 掲載は無料です。どしどしご応募ください！ 

ご希望のお客様はお気軽に下記までご連絡ください。（ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。） 

E-mail：e-na@mikawashoji.co.jp      TEL：0565-31-0774  三河商事㈱ e菜通信係まで 

Facebook 

みてね♪ ☛ 
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読者プレゼントクイズ 

前号当選者発表 ■□■ ■□■ 

 Ｑ. 三河商事が開始した新サービスとは？ 

ヒント：「三河商事の〇〇〇」 
（答えはe菜通信のどこかにあるよ！） 

 

  クイズ正解者の中から抽選で 

            ペア ３組（６名）様 に 

日帰り温泉 岩風呂 金泉の湯 さんの 

“入泉ご招待券” をプレゼント！ 
(平日(月～土)のみ有効。日･祝利用不可) 

 
①お名前 ②ご住所 ③クイズの答え ④e菜通信への 

ご意見やご感想、取り上げてほしい スポット  

トピック 等をご記入の上、はがき、FAX、E-mail 

にて下記までご応募ください。 
 

  【応募先】 

〒471-0024 豊田市元城町2-66 

三河商事㈱ e菜通信 係 

FAX  0565-31-6106 

E-mail e-na@mikawashoji.co.jp 

応募締切：平成2９年２月20日 

     La Mano ｄi Marcoさん「お食事券」 

豊田市国閑町 宇塚様 

豊田市 寿町 石川様 

豊田市上原町 持留様 

たくさんのご応募 

  ありがとうございました(＊＾＾＊)♪ 

季節の変わり目や寒い時期によく｢お湯が出ない！｣｢火が点火しない！｣｢ガスが出な

い！」とお問い合わせをいただきます。ガスが止まってもお客様自身で復帰できる場合

がありますので、ご紹介致します。まずは、ガスメーターを見てみましょう！！ 

液晶画面の 

中の丸３つは 

何も表示が 

無い状態です。 

液晶画面の中に 

アルファベットが 

表示され、 

左下には｢ガス止｣ 

と表示されます。 

ガスメーターはお客様のおおよその使用量を記録している為、ガス漏れなど異常が 

無い場合でも、秋から冬にかけて使用量が急激に増加した場合などに安全の為ガス 

が止まる事があります！そんな時は、上記の復帰操作を是非試してみてくださいね♪ 

それでもガスが復帰しない場合は、いつでも弊社までご連絡下さい(*^□^*) 

ワンポイント・トピック 
～ LPガスメーター復帰方法 ～ 

正 常 時 

ガス止め時 

◆ 復帰操作 ◆ 

♪三河商事のＬＰガスをお使いのお客様をご紹介します♪ 

大衆焼肉大成園 
豊田市朝日ヶ丘の焼肉大成園さんにおじゃましました。 

今年で２０周年を迎えたお店です。  

6月に店内をリニューアルされたばかりでとてもキレイです！  

広々とした掘りごたつ席や個室があり、 

宴会からファミリーまで楽しく過ごせます♪ 

メニューは定番のカルビ、タン塩、ホルモンの 

他に海鮮や鍋、丼物などバラエティ豊かです♪ 
 

火～金曜日のサービス品“トクトクセット” 

ご注文の方に生ビール又はソフトドリンク 

が付きます。 1,000円～ 

１１種類のメニューからお選びいただけます。 

道路沿いにある豚の看板が目印です♪ 

毎週金曜日はとってもお得★ 

・生ビール（中） ２５０円 

・焼酎ボトル 半額 

※１７時～閉店までとなります 

※ メーター側面のステッカーにも詳しく記載されています。 

住所         〒471-0858 

               豊田市朝日ヶ丘1-17-5 

営業時間   11:00～14:00(L.O.13:30) 

             17:00～23:00(L.O.22:30) 

定休日  月曜日 

駐車場  17台 

電話番号   0565-33-3535 
 

６名様より送迎バス利用できます 

〆のご飯は 

石焼ビビンバと 

牛カルビ丼と 

豚バラ丼♪ 

もちろん完食！ 

おいしかったです♪ 

焼肉屋さんの 

お鍋です♪ 

おいしくて 

ボリュームも 

満点(^O^) 

□ ■ ｅ 菜 通 信 特 別 ク ー ポ ン ■ □  
「ｅ菜通信vol.２０」を持参の方 

   飲食代 １０％ＯＦＦ（平日 火～金曜日） 

１枚につき１グループ ※上限５,０００円 他券併用不可 

有効期限 平成２９年２月末まで  

  ↑カルビ ６００円～   ↑丼 ６５０円～ 

      鍋物 → 

１,０００円～ 

※表示価格は全て税別です。 
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