
コンシェルジュからの報告！ あら不思議 !!
岩城です。 ゴールデンウィークにトリックアート

展に行ってきました。 テレビなどでは視覚によ

る錯覚の作品など見たことがあったのですが、

今回、 鹿児島市の黎明館で初めて展示会が

あるということで家族で出動してきました。

　会場に入りさっそく見て回ったのですが、 第

一印象としては 「こんなものか」 という感じで

した。 しかし、 展示物の写真を撮ってみると、

あら不思議 !! 本物の動物や人、 建物や風景

に見えるのです。 まさに 「だまし絵 !!」 子供

もずっと 「なんで？すごい !!」 などと言ってま

した。 全部で４０作

品くらいあって、 す

べて見ました。 テレ

ビで見るよりもリアリ

ティがあったので大

人も子供も楽しめる

感じでした。

みなさんも機会があ

ればこの不思議な世

界に足を踏み入れて

はいかがでしょう。

　　　　　（岩城達矢）

201６.5

小（15型以下） 2,900円
大（16型以上） 3,900円
小（170L以下） 5,000円
大（171L以上） 6,000円

洗濯機 すべて 3,700円
衣類乾燥機 すべて 3,700円
エアコン すべて 2,700円

テレビ

冷蔵庫

（収集運搬料･消費税含む）

家電リサイクル料金表　

　去る４月１９日、 熊本に行ってきました。 救援物資を持っていくためです。
熊本市に知人がいる関係で被害状況の確認をしたところけがなどはなかったのですが、
断水と流通がストップしているらしく
「コンビニ、 スーパーから食料品が
消えた」 ということでした。 何が必
要か聞いたところ即答で 「カップラ
ーメン」 よく聞いてみると、 水を給
水所でもらい家にある米を炊いて
毎日ごはんばかり食べているとい
うことでした。 さすがに味の付いた
ものを食べたかったのでしょう。
そこで身近な方たちにも提供協力
してもらいクルマいっぱいに救援
物資を積んで熊本に向かいまし
た。 目的地は熊本市西区です。
高速道路が八代までは行けたの
でそこまではスムーズでした。 八
代からは国道３号線を行くのです
がいきなり渋滞。 それでも少しず
つ進んで行き熊本市に入ります。
途中からいきなり大渋滞となりほとんど進みません。 渋滞と
いうより 「停滞」 です。 ３０分で２０メートルくらいしか進まな
い。 これはいかん！と思いナビを頼りに畑の中を走ってよう
やく到着。 所要時間６時間でした。 着いてからは地区の自
治会長さんにお願いしてひとり暮らしのお年寄りと体の不自
由な方を中心に配布。 自治会長さんからも大変感謝してい
ただきました。 余った物資は翌日益城の避難所の広安小学
校に届けてもらうことになりました。 物資を届けた地区は益
城に比べれば被害は少ないですが、 屋根瓦が剥がれてブ
ルーシートがかかっている家があちらこちら、 地盤沈下して
液状化しているところ、 地割れ、 家が傾いていて避難して
いるなど、 実際に見て地震の怖さを感じました。 （中村隆洋）

家電リサイクル優良店 熊本に行ってきました

                                                                     ドコデンタクシー （　送り迎え　） 担当こと　上木原です。
                                                                  近況報告します♡。 ２月１０日　　３人目の孫娘が誕生しまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。 もうすぐ３か月になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早いですね。 すくすく育ってます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が、 なかなかの泣き虫さんです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月１２日は、 スーパー歌舞伎を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡の博多座に見に行きました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演目は、 「ワンピース」 漫画の 「ワ
ンピース」 の内容だったので、 楽しく観覧でき
ました。 また迫力満載、 女方の美しさ、♡宝塚歌
劇団を昨年見に行きました
が、 また違うすごさでした。
チケットが取れて、 ホントに
ラッキーでした。 １４日には、
熊本地震があり、 行った後
で運が良かったです。
　　　４月２９日は、 獣王ジャーシ
ョー、 ５月１日は、 魔法使い
プリキュアショー、 ５月３日
は、 アンパンマンショーなど、 連休は、 ４歳の孫娘、 ２歳の孫息子たちを中心
に過ごしました。 孫育は大変ですけど、 ３人のパワーが元気の素です。
　　　コンシェルジュからの報告でした♡。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上木原サトミ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　このマークをご存知ですか。 以前から当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店は家電リサイクル優良店に認定され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ています。 家電リサイクル法に沿って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適切に廃家電品を処理しているとい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う証です。 この法律はお客様が買い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　替え等で発生する廃家電 （テレビ･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冷蔵庫･洗濯機･衣類乾燥機･エアコ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン） のリサイクルをメーカーに義務付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けるものです。 排出された廃家電品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　は家電販売店を通してメーカーに渡され

　　　　　　　　　　　　　　　リサイクルされます。 その過程で発生する

費用は法律で排出するお客様にご負担いただくことになっています。

※ＱＲコードを読み取るか
「家電リサイクル優良店」
で検索できます。

内訳はリサイクル料＋収集運搬料＋消費税です。
（収集運搬料とは店からメーカー指定引取場所までの送料です）

ご理解とご協力をお願いしますご理解とご協力をお願いします

家電リサイクル優良店検索

ご提供ありがとうございましたご提供ありがとうございました

無事到着 仕分け作業中です無事到着 仕分け作業中です



テクニクス （Technics） をご存知ですか。 テクニクスとはパナソニック （松
下電器） の高級オーディオブランドです。 テクニクスブランドは２０１０年に
レコードプレーヤーの生産終了を最後に終息しましたが、 再び２０１４年に
復活しました。 その復活秘話というのがとても興味深いのです。 パナソニ
ックはテクニクス復活にあたりテクニクス事業推進室長に小川理子さんを抜
擢。 実は小川さんはパナソニック社員でありながらプロのジ
ャズピアニストなんです。 ２０１５年にはパナソニック役員に
も就任しました。 パナソニックの現体制で唯一の女性役員
です。 このようなことからもパナソニックのテクニクス復活に
                                          かける本気ぶりがうかがえま
                                          せんか。 私も元々オーディオ
                                          が好きでテクニクスのレコードプレーヤー信者です。 そういう話を聞いたら新
                                          しいテクニクスの音を聴きたくなって実際に聴き音の良さに感動し、 嬉しくな
                                          って買ってしまいました。 （笑） このステレオはテクニクスの中でもコンパクト
                                          なタイプですがすごく澄み切った音がします。 聴いてる時は至福のひととき
                                          です。 もちろんこのステレオも小川理子さんが商品開発に携わっているとい
                                          うことで、 それだけでも満足している自分がいます。 （笑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当店に置いていますのでぜひ一度聴いてみてください。 （中村隆洋）

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

営業日・休日カレンダー

３月２５日～２７日はネットワ
ーク＆エコハウス４周年祭を
行いました。 店にシステムキ
ッチンやトイレを完備してか
ら、 もう４年が経ちました。
さらに、 コーナーカウンター
台の接客スペースを取り入れ
たことで、 お茶飲みやおしゃ
べりに来られるお客様が増えてきました。 私達スタッフ
もお客様と親しく話が出来てとても嬉しいです。 そして、
今回の４周年祭でも、 沢山の笑顔をみることが出来まし
た。 とくに３０秒で大豆を何個運べるかという豆運びゲ
ームでは、 練習では上手く出来ても、 ３０秒となると焦
ったりして、 なかなか上手に運べなくて残念がっている
お客様もいました。 結果は２４個の方が１位でした。 ２位
が２３個、 ３位が２２個でした。 これからも楽しいゲーム
を企画しますので、 ぜひチャレンジ
してみて下さい。 また手形でアート
体験の作品は 「わざをぎ」 会場の
地場産業振興センターに持って行き
ました。 当日あいにくの雨で木口屋
広場で出来なくて残念でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

お客様の声をお寄せいただきありがとうございます

７月１･2･３日

パナソニックフェア

休

休

休

携帯 ・ スマホから
も送れます。
右ののＱＲコードを
読み取って下さい。

締め切り ： ６月６日ご到着分までとさせていただきます

（正解の方には素敵なプレゼントをご用意しています）

前回の答え
２１名の方が
正解でした。
ありがとう
ございました。

ドコデン友の会 会員募集中

ただいま点検中　私たちにおまかせください

Ｍ様

Ｓ様

県福 岡

当店では還元水素水生成器でつくった
水素水のサビない実験を行っています
が、 その実験に使っているものは何で
しょう？　次の中から選んでください。

①クリップ　②釘 （くぎ）　③ヘアピン

パナソニックフェア

パナソニックフェア

復活テクニクスに感動してつい買ってしまいました復活テクニクスに感動してつい買ってしまいました復活テクニクスに感動してつい買ってしまいました

休

営業日

営業日

営業日

営業日

営業日

現在、 友の会に入っているお客様の声から
「家電製品の急な故障で買換え時に積立をしていて良かった」
「月々５,０００円なので無理のない範囲ですし、 ３,０００円のサービス券
がお得」 など、 大変喜んでもらっています。

ドコデン友の会 満期特典

月々５,０００円 ×１２回＝６０,０００円で

「３,０００円サービス券」「３,０００円サービス券」

これからの季節を快適にするエア
コン !!　高い場所にあるため、 なか
なか自分では掃除で出来ないです
よね。 当店ではいまエアコン点検
・ ケア活動中です。 お客様の喜ぶ
顔が見れてうれしいです。 また励
みにもなります。 　　　　　　　　（上木原 ・ 東）

　ただいま太陽光発電システムの点検サービスを行っており
ます。 基本的に点検作業など必要なく安心してお使いいた
だけるものなのですが、 強い台風や地震などの影響で固定
金具等に緩みが出たりすることがあります。 小さなことなの
　　　　　　　　　　　　　　ですが、 大きなトラブルを未然に防ぐ
　　　　　　　　　　　　　　ことにもなりますのでお客様には大変
　　　　　　　　　　　　　　喜ばれております。 感謝の言葉をい
　　　　　　　　　　　　　　ただくたびに私たちの励みとなり頑張
　　　　　　　　　　　　　　れています。
　　　　　　　　　　　　　　お客様とのつながり
　　　　　　　　　　　　　　を大切にして、 喜ん
　　　　　　　　　　　　　　でいただける活動を
　　　　　　　　　　　　　　続けていきたいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有馬 ・ 岩城）

パナソニックフェアパナソニックフェア

問 題

遊びに来てくださいね！


