富士プロパン瓦斯㈱が贈るHappiness Lifeのための情報誌

年４回発行

あけましておめでとうございます
本年もよろしくおねがいいたします

新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
本年が皆様の新たな躍進の年となりますことを祈念いたします。
引き続き少しでも安全でお値打ちな提案ができますよう全社員で力を合わせて頑張ります。
ホームページにも情報誌の内容をアップしています。
http://www.fujipuro.co.jp
右のＱＲコードを読み取るとトップ画面にアクセスできます。是非ご覧ください。
携帯電話からのアクセスはパケット通信料が高額になる可能性があります。

予防方法
どのデザインが届くかは
編集チームにおまかせください

早川社長

①水道バルブの上からタオルなどを巻いて、その上からビニールを巻きひもでく
くってください。※注：タオルに水分がつかないように巻いてください。
②水道管、給湯管で配管が露出している部分に保温材を巻いてください。

お湯も水も出ないときは…
給湯器のリモコンスイッチを「切」にし、気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをお勧めし
ます。水が出るようになったら、機器や配管から水が漏れていないか確認してご使用ください。

～陶芸体験
とこなめ散歩道編～

お店紹介コーナーでご紹介した、「占いカフェＭｉｋｉ」の杏樹先生に
2013年の運勢を占っていただきました☆
どんな2013年になるかな？これを見てＨＡＰＰＹな一年にしましょう♪
占者：杏樹先生
紫微斗数・四柱推命・気学・手相・タロット・命名・家相
雑誌、ラジオでも紹介されリピーター率の高い先生です♪

今年は本厄年でスランプ・心の
悩み・金銭トラブル・事故・ケガ・
病気の暗示あり。現状維持で
新しい事は始めず、地道に過ご
しましょう。焦りは禁物。自分磨
き・資格取得・勉強には絶好の
チャンスです。

表の中から生まれ年を
探し、横にたどったところ
にあるのが、自分の九星
になります。ただし1/1～
2/3の間に生まれた人は
前年の生まれになります。

三碧木星

二黒土星
今年中旬より、運気は少しづつ
上昇気流に入り、今年努力する
事が来年の大きな成果となるで
しょう。勤労意欲も出て、やる気
になる年回り。転職・独立はＮＧ。
守りに徹して、努力を続け飛躍
のステップとしましょう。

今まで努力してきた人には実り
のある一年です。人との信頼を
築け良いアイデアが浮かび、企
画・計画してきた事が急進展し
ます。人との交流があり、どんな
事にも積極性がでます。誠実さ
を大切に。

七赤金星

六白金星
人生の目標に向かってチャレンジ
する年です。積極的に行動する
事で評価も上がります。しかしミ
スも多く、事故・ケガには注意で
す。既婚者の女性には旦那様の
悩みも出やすい時期です。周囲
との関係を大切に。

一白水星

今までの努力が実る収穫期。
飲食・縁談・結婚など喜び事
の多い年です。例年より心に余
裕と楽しさが生まれる為、余
計な出費も多くなります。甘い
誘惑に注意。

四緑木星

五黄土星

昨年より積極的に行動した結
果が実り、順風満帆で良い時
期です。信用が高まり、昇進・事
業繁栄・婚約・結婚など喜びの
年です。外出も多く、人との縁が
でき、決断力を持って進むと吉。

独立・転職・失業・離婚など、
大吉・大凶ともに突然到来し
やすい年です。良くも悪くも決
断しやすい時ですが、計画を綿
密に練り、冷静な判断が必要
な時です。新規事は控えて吉。

八白土星

九紫火星

人生の節目。変化の年です。仕
事の転換・転職・独立・移転・相
続問題・家庭問題等、一身上
の変化・問題が起きやすく、方
向転換を迫られるでしょう。周囲
の言葉に惑わされず、自分の考
えを持つ事。

コツコツ積み上げてきた業績や
才能が世の中から評価され脚
光を浴びる時です。良い事も悪
い事も、すべて明るみに出て評
価が決まる年です。謙虚な姿
勢が大切です。

アットホームでゆったりとした時間の中で癒されながらの器作りです。
ろくろの力加減が難しく、指先に集中していないと
すぐにぐちゃ！！(>_<)悪戦苦闘しながらも納得の器が
できました。３週間ほどで焼き上がりです。
はやく使いたいなぁ～。わくわく♪
焼きあがった器は郵送もしてくれます。
みんな、初めての作品とは思えない出来
栄えに大満足◎

世界にたった一つだけの湯呑みで飲む
お茶はより一層美味しくなって、
こころも体もほっとするかも♪
寒さなんて忘れちゃうなぁ。。。(*^^*)
誰でも気軽に体験できるので家族や友達と
一緒にやってみるのもいいですね！
心のこもった器はプレゼントにも最適です☆

こちらで体験しました！
陶芸体験処 晴光
住所：常滑市栄町３－９１
電話：０５６９－３４－２０９４
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tougei-seiko.com/

＊風呂フタを使う
＊シャワーをこまめに止める
入浴中以外はもちろん、お湯の注入時も
シャワーをこまめに止め、お湯の使用量を減らしましょう！
蛇口のスペースだけ開けてフタをしましょう。
手元でＯＮ⇔ＯＦＦできる
浴槽に入ってる時も半分閉めると
ガスをたくさん使う季節だからこそ！
シャワーヘッドを使うのも効果的☆
お湯が冷めにくい☆

～給湯器編～
節水シャワー アリアミスト
（最大５０％の節水になります。）
Ｈ24.5 当社の展示会で販売して以来の
売れ筋№１商品です。 １本 ６，９８０円
節水効果でガスの使用も減り、一石二鳥☆

只今発売中

＊お風呂はなるべく一度に入ろう！
追い炊き機能を最小限にするとガス代節約になります。
お湯が冷めないうちに次の人が入るようにしたり、
たまには家族一緒にお風呂に入ってみては
いかがでしょうか？

常滑やきもの散歩道 おすすめ 立ち寄りスポット

富士の天然水 カリメラの水でさらにおいしくどうぞ
さむ～い季節でも温かいドリンクで幸せ┰

散歩道Ａｺｰｽの案内板番号の看板を
少し過ぎるとだんごやさんがあります。

ちょい足ししょうがで心も体もぽっかぽか
温かいコーンスープに小さじ１杯のおろししょうがをちょい足し
◎すっきりとした甘さに。市販のものも味わい深く変身
温かい緑茶に小さじ１/２のおろししょうがをちょい足し
◎さわやかなハーブティー風味でリラックス効果も

H25年度運勢見ます♪

←レグラス水槽セット 18,000円
（幅40×奥行26×高さ30ｃｍ）
・ 水槽、熱帯魚等が全てセットになっています
・ 設置まですべて当店が行うので簡単に
その日から熱帯魚を飼うことができます

散歩の途中で一休みするのもよし、

散歩中、食べ終えただんごの串 だんごを買って食べ歩きしながら土
はユニークな串入れに入れてね。 管坂へ進むのもよし・・・・
いろいろな楽しみ方があります。

ＨＯＴウーロン茶に小さじ１/２のおろししょうがをちょい足し
◎さっぱりした味わいでダイエットにも効果的！

しょうゆの香りがたまらないだんごは、散歩のお供にぴったりです

※ 設置後は月1回の当店によるメンテナンスをおすすめします。
【メンテナンス代】 ３０分で２,５００円＋出張費（500円～）

富士プロおすすめビルトインコンロでEnjoyクッキング♪

✿鑑定項目✿
住所：安城市大山町２丁目５－４
電話：０５６６－７６－０９０９
営業時間：１０：００～２１：００
定休日：不定休
http://uranaicafeanjo.com/

カラーセラピーもやってます

熱帯魚の入替えから掃除まですべてを
お任せしたいお客様はこちら！！

※ショールーム展示品のため現品は写真と異なる場合があります。

◆プチ鑑定 １０分 １０５０円
◆総合鑑定 ２０分 ３１５０円
（延長１０分１０５０円）
◆転居鑑定 ◆事業鑑定
◆家相
◆命名

←パラドーム水槽セット(レンタル)
【月額レンタル料金】10,500円～
※写真の水槽は15,750円です
※その他、大小の水槽のご提案いたします
至刈谷駅南

７５cmタイプ

６０cmタイプ
ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝなﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾛ RS31W12K13R-SL
希望小売価格

１８０，６００円 が…

安全性・機能性さらにﾗﾝｸＵＰ PD-A53W-75CV-R
希望小売価格

１９８，４５０円 が…

なんと!!

なんと!!

１０８,０００円～（税込）

１１９,０００円～（税込）

７５cmタイプ
実際にご使用していただけます
多彩な機能と高い清掃性 C3WL2PWAABSTESD
希望小売価格

３０９，７５０円 が…

なんと!!

１８５,０００円～ （税込）

是非ショールームへお越しください┰お問い合わせもお気軽にどうぞ！お待ちしています。

お問い合わせは
大興タクシー ペット事業部まで
刈谷市神田町１－５７
（電話番号）０１２０－０７－３８８５

こちらのお店も引き続きどうぞ

パワーストーンも買えます☆

♪下のクーポン券を切り取ってお店に行ってみて下さい♪

合同庁舎

ペットネット

クーポン内容

ハローワーク

サークル

総合鑑定
延長１０分無料券

刈谷南中学校

┰ファンプレイス大和店 0564-32-0016

クーポン券《占いカフェMiki》
☆注意事項☆
※クーポンの内容をご確認のうえご利用ください。
※他券との併用不可・コピー不可になります。
有効期限
※ご利用の際はお早めにご提示ください。
平成２５年３月末日
※入店前にあらかじめ切り取ってお持ちください。

┰ コインランドリーMOCOMOCO 0566－77－0131

刈谷市 Y様

みなさまからのフォト募集！

木曽三川に行った際の写
真です。朝が早かった為、
人影もまばらで楽しく過
ごせました。

次回４月号のテーマは「心温まる写真」
採用された方５名様に
メープルけやきランチ券を
稲沢市 T様
プレゼント♪

祝１歳！！
牛乳アレルギー
克服で生クリーム
も食べられるように
なりました★
みんなのフォトコーナー
応募方法はこちら！

岡崎市

刈谷市

K様

ワンコ仲間で、ブルーベ
リー狩りへ行ってきました
♪♪

安城市

I様

宮古島前浜ビーチで至福
の時を過ごしました。

M様

我が家の愛犬♪
安城市より長寿
犬として表彰され
ました。でもなぜか
お父さんが表彰
状を貰ったのです。

次回の4月号のテーマ：「心温まる写真」です。
楽しいお写真お待ちしています。

☆応募内容☆
写真と写真にまつわるコメント・お客様のお名前・ご住所・電話番号
を明記の上、以下の宛先までご応募ください。
応募締め切り ２０１３年２月２８日必着
※写真はお返しできませんのでご了承ください。携帯電話からも

応募できます♪

☆宛先☆

〒472－0007 知立市牛田町遠新切４８
富士プロパン瓦斯株式会社
「ほっとガスライフ みんなのフォトコーナー」係
☆ホームページからもご応募できます。http://www.fujipuro.co.jp

★提供★
メープルけやき
知立市八ツ田町泉45
TEL（0566）91-2860
焼き立てパンとコー
ヒーのお店です♪♪

まちがいを探そう！！
左右の絵にまちがいが何カ所かあるよ。
まちがいが何個あるか探してね。
正解者の中から抽選で５名様に
常滑焼の食器セットをプレゼント！！
(どのデザインが届くかは編集チームに
おまかせください）

たくさんのご応募お待ちしています。
＜応募方法＞
官製はがきにクイズの答え(〇カ所）
お名前・住所・電話番号をご記入の上
〒472－0007
知立市牛田町遠新切４８
富士プロパン瓦斯株式会社
「ほっとガスライフ
まちがいを探そう!!」プレゼント係
までご応募ください。
応募締め切り 2013年3月31日必着
ホームページからもご応募できます。
http://www.fujipuro.co.jp
2013年1月1日発行
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