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お気軽　安心　親切なでんきやで～す！　なんでもお気軽にご相談くださ～い！

桜祭り in 熊本バスツアー桜祭り in 熊本バスツアー桜祭り in 熊本バスツアー

Ｔ様

Ｓ様

３月８日 （日） 桜祭り in 熊本バスツアーに４０名の
お客さまと共に行ってきました。 例年と同様朝早く
からお集まりいただき出発。 道中は長いので車中
でビンゴゲームなどを楽しみながら１０時過ぎにパ
ナソニック大展示会場グランメッセ熊本に到着。
約２時間滞在し昼食の後お楽しみの観光です。
「宇城彩館」 でまずお買い物 「八代博物館 " 未来
の森ミュージアム "」 でお姫様の婚礼道具などなど
見学してお勉強 （笑）、 その後は温泉と物産館に
分かれそれぞれ 「日奈久温泉」 「八代よかとこ物
産館」 で過ごした後、 帰路となりました。 途中までは順調だったのですが後半少しずつ時間が押して
しまい到着時間が大変遅くなって皆さまにご迷惑をお掛けしたことは大変申し訳なかったと思っています。
休憩のサービスエリアが混んでいたということもありましたが少し時間配分が窮屈だったかなと反省して
おります。 それでも 「楽しかった」 と声をかけていただきやってよかったと思うことでした。 また 「展示
会場の時間が短かった」 などの声もいただきましたので次に生かしていければと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村 隆洋）

　　                                                           ２月２０～２２日に N＆E３周年祭を開催しました。 店をリニューアルし
てから、 もう３年も経つことになります。 店内にキッチンやトイレなど出来てから、 気
軽にお客様もお茶飲みや料理教室などができるようになったので、 本当に良かったと思
います。 N＆E３周年祭では、 魚釣りゲームや足のふくらはぎをもみほぐすレッグリフレ
体験や低速ジューサー実演などがありました。 特に、 魚釣りゲームでは、 釣り竿の先の
磁石と魚の絵を描いた方の磁石が , 思うようにひっつかなくて、 苦戦した方もいました
が、 上手にコツをつかんだ方は最高 1２匹釣り上げた方がいました。 釣り上げた数だけ、
抽選して、 ご当地ら - めんを持ち帰る事ができるのでとても喜んでもらえました。 ちな
みにお客様から、 いろいろなゲームとかイベントは誰がかんがえるの ? と尋ねられま
すが、 スタッフみんなで知恵を絞りながら面白そうな事を提案してもらって決めます。
次回はどんなゲームがあるか、 楽しみにしていて下さい。                                 　　　　　　　　（中村千加代）



低速ジューサー

お客様の声

今回のクイズは少しひねり過ぎ？で、 結果出題ミスになってしまいま

した （笑）。 申し訳ありません。 いつも励ましの言葉ありがとうございます。

レッグリフレでよかあんべー♨レッグリフレでよかあんべー♨ 太陽光発電設置工事の様子です
太陽光発電をお買い上げいただきありがとうございます

栄本町 Ｕ様邸

オークション結果報告

当店の在庫品、 展示処分品を中心にオークショ
ンというスタイルでお客様に楽しくお買い物をして
いただこうと考えて行いました。
「そんなのがあったの？」 という声もありルールも
含めて告知不足だったかなと感じております。
またお客様に喜んでいただける企画考えますの
でよろしくお願いします。

オークションの最終結果をご報告いたします。 ご入札をいただきありがとうございました。

蓄電池補助金３月下旬日受付スタート
前号でご案内した通り、 定置用

リチウムイオン蓄電池導入支援

事業住宅用蓄電池補助金の受

付が３月下旬から始まります。

蓄電池があると停電時に電気

が使えるというという大きなメリッ

トがあります。

また、 割安な深夜に蓄電池に

電気を貯めておき、 割高な昼

間に貯めていた電気を使うとい

う経済的なメリットもあります。

省エネ住宅ポイントがスタート
エコ住宅を新築される方とエコリフォームをされる方に対して国からポ
イントが出ます。 ポイントは商品券やさまざまな商品と交換できます。

例えば、 浴室リフォームをすると

窓改修          ８０００ポイント

高断熱浴槽 ２４０００ポイント

節水水栓　    ３０００ポイント

エコキュート ２４０００ポイント

段差解消　    ６０００ポイント

合計　６５０００ポイント
　　　もらえます

パナソニックの新製品発表会で新しい 「低速ジュ
ーサー」 ができました。 と聞いて、 何が今までの
ジューサーと違うのかと思いました。 そこで、 自
分でも、 早速使ってみました。
「低速」 という名前のとおり、 野菜やフルー
ツを入れて、 スイッチを押すと、 ゆっくりス
クリューが回りながら、 片方からジュースが
出てきます。 もう片方からは、 絞りカスが出
てきます。 以前のジューサーに比べて、 お手
入れも簡単で、 音も静かになりました。 また、
食べにくいセロリやニンジンなども、 ビタミ
ンを破壊せずに身体に吸収されるし、 私は、
この絞りかすも、 カレーに入れたり、 お好み焼きやクッキーにい
れたりして食べています。 また、 大豆をいれると豆乳とおからが
できます。 また、 凍ったままのフルーツをいれたら、 シャリシャリ
フローズンシャーベットもできます。 ぜひ、 店にも展示していま
すので実演をご覧ください。 （中村千加代）

最近年齢とともに上がってきた血圧。 「ふくらはぎもをもむと」 血流
が良くなって高血圧にも良いという本やら見てたら 「レッグリフレ」 と
出会い購入しました。 両足にブーツみたいにはめて使用します。
使い始めは 「強」 でしぼり上げ
で痛かったけど慣れてきたらころ
よかあんべー♨になりました。
朝ドラ 「マッサン」 を観ながら、
ながらマッサージを１０分間。
使う前の血圧　１４０－８１でした
が使った後の血圧　１２５－７５に
下がりました。
足が軽くなり 「今日も一日頑張
るぞー !!」 元気モードに大変身
できます。 かんたんで楽して♡楽
しくできる 「レッグリフレ」 に出
会えて良かったです。
後は体重が↓軽くなるよう
努力しないと。 （上木原サトミ）

詳しくはお問い合わせください

落札価格

円30,000
落札価格

円8,000
落札価格

円5,000

落札価格

円20,000

落札価格

円3,600

エコキュート設置工事の様子です 板敷西町 Ｉ様邸
エコキュートをお買い上げいただきありがとうございます

Ｙ様

Ｋ様

Ｓ様



ホームページ http://makurazaki.dokoden.net/ 「ドコデン枕崎店」 で検索してね！

前回のクイズの答え

でした。
たくさんのご回答ありがとうございました

締め切り ： ４月２６日ご到着分までとさせていただきます

同封の解答用紙に答え
を書いてご返送（また
はファクス）ください。

※ヒント
ニュースレターを
よく読んでね！

ホームページからも送ることができます。
「ニュースレター」をクリック（またはタ
ップ）して「フォームからクイズの回答
を送る」クリックしてください。

創業７５周年祭創業７５周年祭創業７５周年祭

４月２４･２５･２６日

７人の中で愛があるのは

人４ 人３
おかげ様で昭和１５年創業以来７５周年を迎える
ことができました。 これもひとえにお客様あって
のことと感謝いたしております。 当日は記念の
イベントなど盛りだくさんでお待ちしております。

ま
た
は

（出題ミスで答えが２つになってしまいました。 お詫びいたします。）

それぞれ二字熟語を穴埋めして三文字を完成させてください

円
湖 辺

囲

毎
学 月

収

夏
雪 事

典

携帯・スマホからも送
れます。下のＱＲコー
ドを読み取って下さい。


