
掲載している催しは、都合により変更となる場合がご
ざいます。予めご了承くださいますようお願い申し上
げます。最新情報につきましては、ホームページ等で
ご確認いただけますと幸いです。
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春キャベツの甘みが引き立つ♪
ベーコンと一緒に

炒めた、お手軽でシンプルながら
優しい美味しさの

ペペロンチーノです。

春キャベツとベーコンのペペロン
チーノ

4月のパスタ

昨今の社会情勢により、さまざまな物価が上昇する中、

毎日の生活の中で省エネをしていただくことで、

家計の負担を減らしていただきたいとの思いから省エネキャンペーンを実施します。

暮らしの中での省エネ術を参考にしていただき、おトクに、楽しく、省エネしてみませんか。

期間中に省エネをしていただいた方から抽選でよりそうeポイントをプレゼント！

電気ご使用量が前年同月比－5％以上の達成で
よりそうeポイントを抽選でプレゼント特典

2021
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-20%
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250
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キャンペーン

8月

+25%
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9月

-6%
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10月

0%+-
前年同月比

対象外
キャンペーン

※上記の場合、抽選口数は2口です。（期間中最大4口）

1等 30,000
point

2等 3,000
point

3等 500
point

100名さま 1,000名さま 18,900名さま

おトクに！楽しく！らくらく省エネ術のご紹介
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合計 名さまに当たる!

よりそうｅポイント

キャンペーン対象 ●「よりそうeねっと」に電気のご契約情報を登録いただいていること
　（新たに登録いただく方も含みます）
●当社が指定する対象の料金プランでご契約いただいていること

参加規約
●ご応募の際のインターネット接続料および通信費はお客さまのご負担とさせていただきます。

●同一の使用場所で対象月分の前年同月の電気ご使用実績がない場合は対象外とさせていただきます。

●ご契約期間が1年未満の場合は対象外とさせていただきます。

●前年および本年の対象月分の契約が対象の料金プランではない場合は、対象外とさせていただきます。

●前年同月の電気ご使用実績が50kWh未満の月分については、抽選口数の対象外とさせていただきます。

●前年同月との月間ご使用量の比較においては、ご使用日数の差や気候による影響を考慮いたしません。

●「よりそうeねっと」の1つの会員IDに複数のご契約情報を登録いただいている場合は、契約単位で抽選を実施します。

●1契約あたりの当選回数は、1回までとなります。

●抽選の時点で「よりそうeねっと」にご契約情報が登録がされていない方は抽選の対象外となります。

●ポイントの進呈は2022年12月末までを予定しておりますが、諸般の事情により遅れることがございます。

●当選者の発表につきましては、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。

●当選したポイントの権利の譲渡はできません。

●本キャンペーンで進呈するポイントの有効期間は、進呈日から6ヶ月間となります。

●ポイント進呈の時点で「よりそうeねっと」を退会されている場合はポイント進呈の対象外とさせていただきます。

●本キャンペーンへのエントリーによって何らかの損害が生じた場合、当社の故意または過失に起因するものを除き、
　当社はその責任を一切負いません。

●本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

●東北電力ネットワーク（株）の「離島供給約款」の対象となる山形県の飛島および、
　新潟県の佐渡島・粟島のお客さまは本キャンペーンの対象外とさせていただきます。

特典 対象月の電気ご使用量が前年比－５%以上の方の中から抽選で
20,000名の方を対象によりそうeポイントをプレゼントいたします。
1等：30,000ポイント/100名さま　2等：3,000ポイント/1,000名さま
3等：500ポイント/18,900名さま　合計：20,000名さまにプレゼント
●前年同月との比較で電気の月間ご使用量が「ー5％」以上となった月分を1口（期間中最大4口）として
　キャンペーン期間終了後に抽選を実施し、よりそうeポイントを進呈いたします。

●エントリーより前の対象月の電気の月間ご使用量が前年同月比で「ー5％」以上となった月分についても
　1口として取り扱います。（エントリーとの順序は問いません）

対象の料金プラン よりそう＋eねっとバリュー、よりそう＋ファミリーバリュー、よりそう＋サマーセーブ、
よりそう＋シーズン＆タイム、よりそう＋ナイト＆ホリデー、よりそう＋ナイト8・10・12・S、
よりそうCスノー＆ホーム、よりそうB季節別電灯、従量電灯B・C、時間帯別電灯A・B・S、
ピークシフト季節別時間帯別電灯、季節別高負荷率電灯、よりそう、でんき

エントリー期間 2022年6月1日（水）～2022年10月31日（月）まで
キャンペーン対象月 2022年7月分～10月分

54Wの白熱電球から9Wの電球形LEDランプに交換（年間2,000時間使用）

月間で電気約7.5kWhの省エネ、約190円の節約

1 電球形LEDランプに取り替える

設定温度を「強」から「中」にした場合（周囲温度22℃）

月間で電気約5.14kWhの省エネ、約130円の節約

1 設定温度は適切に

上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合の比較

2 壁から適切な間隔で設置

月間で電気約3.76kWhの省エネ、約95円の節約

詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較

3 ものを詰め込みすぎない

月間で電気約3.65kWhの省エネ、約92円の節約

外気温度31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を
27℃から28℃にした場合（使用時間：9時間／日）

月間で電気約8.40kWhの省エネ、約213円の節約

1 夏の冷房時の室温は28℃を目安に

冷房を1日1時間短縮した場合（設定温度：28℃）

2 夜間、涼しくなったら早めに冷房を消す

月間で電気約5.22kWhの省エネ、約132円の節約

フィルターが目詰りしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の比較

3 フィルターを月に1回か2回清掃

月間で電気約1.92kWhの省エネ、約49円の節約

節約効果（月間）

約20kWh／約510円

月間500円節約コース
500YEN SAVINGS

節約効果（月間）

約13kWh／約320円

月間300円節約コース
300YEN SAVINGS

節約効果（月間）

約36kWh／約900円

月間900円節約コース
900YEN SAVINGS

ちょっとずつの積み重ねが大きなおトクにつながるかも。

東北電力の省エネチャレンジキャンペーンに

無理のない範囲でぜひご参加ください。

キャンペーンに関するお問い合わせ先

0120-200-352 受付期間：2022年6月1日（水）～2022年11月30日（水）
受付時間：9：00～17：00（土日・祝日を除く）

「よりそうeねっと」へログインし、
「省エネキャンペーンエントリーはこちら」

のバナーをクリック！

おすすめ情報の
「キャンペーンエントリーフォーム」を

クリック！

設問に回答し、エントリー完了！

※料金は東北電力従量電灯B第２段階料金単価にて試算
出典：経済産業省　資源エネルギー庁　省エネポータルサイト/東北電力　省エネ・節約手法のご紹介



展示・イベント〈アクアホール〉 ●掲載している催しは、都合により変更となる場合があります。

入場無料

〈最終日は１６時まで〉
5/16●　20●土火

９９歳を迎えた作家佐藤みい子のパッチワーク
を中心に吊るし雛、布絵本、押し絵などのグルー
プ展示です。コロナ禍でも作り続けた新作を中
心に、６０歳から９９歳までの作品を集めまし
た。感謝を込めて、ご来場お待ちしております。

９９歳のパッチワーク作家
佐藤みい子グループ展

●連絡先／小畑　E-mail ／ info@photolier.jp
佐藤みい子 パッチワーク教室主　催

入場無料

入場無料

〈最終日は１6時まで〉
5/23●　28●日火

宇都宮大学工学部で開発された、産業廃棄物と
なる自動車のフロントガラス廃材から生まれた
新しい絵の具「ディンプルアートカラー」。色鮮や
かなステンドグラス風や油絵、水彩画風とさま
ざまな作品を展示します。ぜひご覧ください。

新しい絵の具
「ディンプルアート」作品展

●連絡先／石井 幹雄　TEL／０９０-４３１８-６７１８

ディンプルアート仙台主　催

児童～高齢者、障がい者の臨床美術や独自の作品を
約１５０点展示します。個々の内なる力を日常のアー
トに込めて、年齢や障がいなどを越え、共に集う場と
します。人との交流が困難な今、見て、聴いてを市民の
皆さまと一緒に味わうミニコンサートも開催します。

第５回作品展
＜児童～高齢者・
障がい者の臨床美術＞

●連絡先／熊谷　TEL／０２２-３７１-８３１８
一般社団法人アトリエ虹色たまご主　催

満開の桜の大木、屏風仕立ての作品

ステンドグラス風作品

〈最終日は１６時まで〉
5/30●　6/3●土火

市内４ヵ所の老人介護施設と、押し花・グラスアー
ト・シルエットアート教室による春の合同作品展で
す。花びらに作者の思いを込めたすてきな作品を展
示します。グラスアート、シルエットアートの美しい
色、反射される光に癒されてほしいと願っています。

春ひとひらの花・光に
願いを込めて
押し花・グラスアート作品展

●連絡先／鷲北　TEL／０９０-３７３２-１５８５
アトリエHANA主　催 昨年の展示会の作品

入場無料

〈最終日は１６時まで〉
4/4●　9●日火

〈最終日は１６時まで〉
5/9●　14●日火

4/16●日

写実画の第一人者で宮城教育大学准教授の安彦
文平画伯に学ぶ絵画グループです。人物、静物を
中心に油彩、水彩、パステルなど多彩な作品
約６０点を展示します。ぜひ、ご覧ください。

第６回あすなろ絵画展

●連絡先／小泉　TEL／０９０-５３５７-９７６７

あすなろ会主　催

混声合唱団　音里遊主　催

音里遊団員／指揮者：平川 敬子／伴奏者：田村 聡子出　演

入場無料

入場無料

〈最終日は１6時まで〉
4/18●　23●日火

入場無料

この合唱団は２０１１年に青葉区愛子に設立され、合
唱を通じて地域の皆さんへ元気をお届けできればとい
う思いで活動しています。今回も皆さんが聴きたいで
あろう曲目を選択しました。どうぞ、１時間の短い時間
ですが、曲想を十分に楽しんでいただければ幸いです。

「混声合唱団　音里遊」の
コンサート

型絵染の人間国宝、芹沢銈介の流れを受け継ぐ、
有志の作品展です。デッサンして渋紙を刀で彫
り、型紙を作り、糊置き、色差し、水元、すべての
工程を一人で創り上げる…。屏風、着物、帯、壁掛、
額絵など、これまでの力作を多数展示します。

下平清人と仲間たち
「型絵染」展

●連絡先／武田　TEL／０９０-５８３９-５０７６

下平清人と仲間たち事務局主　催
「ＴＵＮＡ」

●連絡先／蘇武 義之　TEL／０８０-５６４０-２５０４

１4:００～１5:0０時　間 「忘れない・忘れまい」「落葉松」「きぼうの唄」　ほか曲　目

入場無料

樋口幸子作「ひまわり」

〈最終日は１６時まで〉
4/25●　30●日火

日本で郵便切手が発行されてから１５０年以上
になります。その長い歴史の中から一部の切手、
はがき類、外国切手などを展示、紹介します。
皆さまのご来場をお待ちしております。

楽しい趣味の切手展

●連絡先／白鳥 友治　TEL／０２２-２４６-４５１１

日本郵趣協会　仙台支部主　催

何歳になっても笑顔で楽しく！
元気をもらえる作品展

混声合唱団　音里遊



アトリエ風物詩

Ｓｈａｄｏｗｂｏｘ   Ｒｅｎｅｅ
（主宰　金田 節子氏）
TEL ／080-6023-5380

展示協力

絵に命を吹き込み立体的に仕上げるシャドーボック
ス作品です。
移り変わる季節ごとの作品を楽しんでいただけると
嬉しいです。

光と影が織りなす
シャドーボックスアート

Ｅａｓｔｅｒ　Ｅｇｇ

※ご利用は当館主催イベントの開催日以外の日程となります。※応募者多数の場合は、ご利用の可否を選定させていただきます。また、ご利
用日程につきましては、当館にて調整しますので、あらかじめご了承願います。※詳しくは東北電力グリーンプラザまでお問い合わせください。

グリーンプラザでは、アマチュアグループ・サークルによる展示、イベント、発表会などに
ご利用いただけるよう、オープンスペース「アクアホール」の貸し出しを行っています。

①3人以上のアマチュアのグループ
②公共、公益、非営利組織の団体
③公共団体が中心となり後援している文化芸術団体

対象

・当館所定の利用申込書　・開催内容の企画書
・団体の活動内容が分かるパンフレットなど提出書類

約320㎡（東二番丁通側のスペース） 無料利用料利用スペース

パネル展、作品展示会、サークル活動紹介展、ワークショップ、コンサートなど利用例
2024年4月～2025年3月 ◎お申し込み期間は下記の通りです。
①火曜日～金・土・日曜日までの一週間
②土曜日・日曜日・祝日のいずれか1日

利用期間

アクアホールの出展グループ募集中！

利用ご希望期間ごとに受付期間を定めています。
お申し込みは館内インフォメーションにて受け付けています。お申し込み

利用期間

受付期間

2024年度上期

2024年4月～9月

受付中～2023年11月30日

2024年度下期

2024年10月～2025年3月

受付中～2024年2月29日

オープン
スペース

※ご利用は当館主催イベントの開催日以外の日程となります。※応募者多数の場合は、ご利用の可否を選定させていただきます。また、ご利
用日程につきましては、当館にて調整しますので、あらかじめご了承願います。※詳しくは東北電力グリーンプラザまでお問い合わせください。

グリーンプラザでは、アマチュアグループによる作品発表の場として「プラザギャラリー」
の貸し出しを行っています。展示スペースは、プラザギャラリー N（北側・約100㎡）、プ
ラザギャラリーS（南側・約105㎡）の2カ所があります。

アマチュアグループが創作した作品（ジャンルは問いません）
（例）パッチワーク、人形、和布細工、クレイクラフト、写真、書など募集対象

原則として火曜日～日曜日の6日間（変更になる場合があります）利用日 無料利用料

プラザギャラリーの出展グループ募集中！
皆さまの作品を出展してみませんか？

利用ご希望期間ごとに受付期間を定めています。
お申し込みは館内インフォメーションにて受け付けています。お申し込み

展示期間

受付期間

2023年10月～12月
受付中～
2023年5月

2023年
6月～8月

2023年
9月～11月

2023年12月～
2024年２月

2024年1月～3月 2024年4月～6月 2024年7月～9月
2023年度第三期 2023年度第四期 2024年度第一期 2024年度第二期



●3/25（土）、4/9（日）、23（日）、30（日）は16時から18時まで、アクアホールの展示撤去作業
のためご覧いただけませんので、あらかじめご了承ください。
●3/26（日）、4/16（日）は、アクアホールで開催する催しのため一部ご覧いただけませんので、
あらかじめご了承ください。

とうほく文化情報コーナー、おしゃべりウィンドウN・Sについてのお知らせ

とうほく文化情報コーナー

いわき市は、化石の宝庫として知られています。昭和43
（1968）年には、大久地区の河岸でクビナガリュウの化石
が発見され、地層名と発見者にちなんで“フタバスズキリュ
ウ”と名付けられて世界的なニュースとなりました。この
展示では、太古の地形と現在を比較しながら、アンモナイ
トなど無数の化石が出土する理由を探ります。 アンモナイト

［アナゴードリセラス］

展示協力 いわき市観光文化スポーツ部文化財課、
いわき市石炭・化石館 ほるる、いわき市アンモナイトセンター

太古の地層に眠る化石から知る
いのちの息吹
～いわき市で発掘された首長竜やアンモナイト～

ふわふわした毛並みと大きな体、つぶらな瞳で人気の秋
田犬。一番有名なのは渋谷駅のシンボルとして世界中に
知られている忠犬ハチ公像でしょう。そのモデルとなった
秋田犬のハチは、1923年秋田県大館市で生まれたのを
ご存知でしょうか？ハチ公は今年生誕100年を迎えまし
た。生誕から１世紀を迎えた今でもハチ公のストーリーは、
人と動物の関係を超えた愛と絆を私たちに教えてくれま
す。国内外で多くの人に愛されるハチ公の物語と、その故
郷、大館市の魅力をご紹介します。

米どころ・東北にはたくさんの日本酒があります。お酒を
ちょっとだけ飲みたいときに便利なのが、カップ酒。グラ
スいらずでそのまま飲めるため、レジャーシーンや旅行の
お供にもぴったりです。最近はご当地キャラクターなどの
かわいいパッケージの商品を目にする機会も多いですよ
ね。そんなカップ酒のカップをコレクションしている方が
います。その数、なんと300個超！今回はそのコレクショ
ンから、東北+新潟の酒カップを展示します。素敵な酒
カップの世界をのぞいてみませんか。

おしゃべりウィンドウN

おしゃべりウィンドウS

祝！ハチ公生誕100年！
大館市とハチ公がつないだ絆

地域密着！味もデザインもいろいろ
楽しい酒カップコレクション

展示協力 松岡豊氏（山形県天童市在住）

展示協力 ハチ公生誕100 年事業実行委員会（大館市観光課）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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プラザギャラリースケジュール ◎月曜日（祝日の場合は翌日）、GW（5/2（火）～7（日））、年末年始は休館となります。
●最終日は16時までの展示となります。

10月May 5月

ギャラリーS

ギャラリーN
5/9（火）～14（日）

第１１回 同舟絵画展

未知への誘い

連絡先／鈴木 三千彌　TEL ／ 090-5187-0329
主催／仙台マスコミ絵画倶楽部

5/9（火）～14（日）
第５０回 仙台えびね展

会員が育てた春咲きえびねの紹介

連絡先／叶井 徳治　TEL ／ 022-278-7728
主催／仙台えびね会

5/16（火）～21（日）
ふれあいサロン

ゆうあんどあい作品展

「つわぶき」水彩画

連絡先／山田　TEL ／ 022-209-2044

主催／ふれあいサロンゆうあんどあい絵画教室、
　　　ふれあい俳句会

5/23（火）～28（日）
第7回 電友書楽会展

いろいろな文字の表現をお楽しみください

連絡先／三塚　TEL ／ 022-285-2880
主催／電友書楽会

5/30（火）～6/4（日）
スイス・メグロー派

グラスリッツェン仙台教室作品展

スイスアルプスの花ディスティルの作品

連絡先／星　TEL ／ 080-1839-1601

主催／グラスリッツェンシューレ・
　　　メグローアカデミー
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グリーンプラザ休館日カレンダー
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…休館日休館日/毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、GW（5/2～5/7）

4/4（火）～9（日）
感動と感謝の旅・四国遍路
四国で迷子になろう

感動と感謝の旅・四国遍路

連絡先／海和
TEL ／０９０-5234-0347

主催／ＮＰＯ法人おへんろラボ

ギャラリーS

4/11（火）～16（日）
スプリングカーニヴァルＶｏｌ．２

シルエットアート作品展～春まつり～

美しい光と影の世界

連絡先／山田
TEL ／０９０-7069-1649

主催／シルエットアート影絵の会

4/18（火）～23（日）
自遊窯の仲間達展

楽しく、たのしく、造っています

連絡先／古山 少吉郎
TEL ／ 0224-83-4490

主催／自遊窯の仲間達

4/25（火）～30（日）
グループオアシス 絵画展「Ⅹ」

「三陸の幸」

連絡先／伊東
TEL ／０２２-３５８-３２４３

主催／アークオアシスデザイン仙台泉店
　　　カルチャースクール

4/4（火）～9（日）

水墨画 作品展

白と黒の世界をお楽しみください

連絡先／山田
TEL ／ 022-264-3779

主催／墨千会仙台教室

ギャラリーN

5/30（火）～6/4（日）
星空への招待

私たちと一緒に星空の世界へ旅立ちましょう

連絡先／前川　TEL ／ 090-4886-4961
主催／仙台天文同好会

65

昨今の社会情勢により、さまざまな物価が上昇する中、

毎日の生活の中で省エネをしていただくことで、

家計の負担を減らしていただきたいとの思いから省エネキャンペーンを実施します。

暮らしの中での省エネ術を参考にしていただき、おトクに、楽しく、省エネしてみませんか。

期間中に省エネをしていただいた方から抽選でよりそうeポイントをプレゼント！

電気ご使用量が前年同月比－5％以上の達成で
よりそうeポイントを抽選でプレゼント特典
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キャンペーン

※上記の場合、抽選口数は2口です。（期間中最大4口）

1等 30,000
point

2等 3,000
point

3等 500
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100名さま 1,000名さま 18,900名さま

おトクに！楽しく！らくらく省エネ術のご紹介
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合計 名さまに当たる!

よりそうｅポイント

キャンペーン対象 ●「よりそうeねっと」に電気のご契約情報を登録いただいていること
　（新たに登録いただく方も含みます）
●当社が指定する対象の料金プランでご契約いただいていること

参加規約
●ご応募の際のインターネット接続料および通信費はお客さまのご負担とさせていただきます。

●同一の使用場所で対象月分の前年同月の電気ご使用実績がない場合は対象外とさせていただきます。

●ご契約期間が1年未満の場合は対象外とさせていただきます。

●前年および本年の対象月分の契約が対象の料金プランではない場合は、対象外とさせていただきます。

●前年同月の電気ご使用実績が50kWh未満の月分については、抽選口数の対象外とさせていただきます。

●前年同月との月間ご使用量の比較においては、ご使用日数の差や気候による影響を考慮いたしません。

●「よりそうeねっと」の1つの会員IDに複数のご契約情報を登録いただいている場合は、契約単位で抽選を実施します。

●1契約あたりの当選回数は、1回までとなります。

●抽選の時点で「よりそうeねっと」にご契約情報が登録がされていない方は抽選の対象外となります。

●ポイントの進呈は2022年12月末までを予定しておりますが、諸般の事情により遅れることがございます。

●当選者の発表につきましては、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。

●当選したポイントの権利の譲渡はできません。

●本キャンペーンで進呈するポイントの有効期間は、進呈日から6ヶ月間となります。

●ポイント進呈の時点で「よりそうeねっと」を退会されている場合はポイント進呈の対象外とさせていただきます。

●本キャンペーンへのエントリーによって何らかの損害が生じた場合、当社の故意または過失に起因するものを除き、
　当社はその責任を一切負いません。

●本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

●東北電力ネットワーク（株）の「離島供給約款」の対象となる山形県の飛島および、
　新潟県の佐渡島・粟島のお客さまは本キャンペーンの対象外とさせていただきます。

特典 対象月の電気ご使用量が前年比－５%以上の方の中から抽選で
20,000名の方を対象によりそうeポイントをプレゼントいたします。
1等：30,000ポイント/100名さま　2等：3,000ポイント/1,000名さま
3等：500ポイント/18,900名さま　合計：20,000名さまにプレゼント
●前年同月との比較で電気の月間ご使用量が「ー5％」以上となった月分を1口（期間中最大4口）として
　キャンペーン期間終了後に抽選を実施し、よりそうeポイントを進呈いたします。

●エントリーより前の対象月の電気の月間ご使用量が前年同月比で「ー5％」以上となった月分についても
　1口として取り扱います。（エントリーとの順序は問いません）

対象の料金プラン よりそう＋eねっとバリュー、よりそう＋ファミリーバリュー、よりそう＋サマーセーブ、
よりそう＋シーズン＆タイム、よりそう＋ナイト＆ホリデー、よりそう＋ナイト8・10・12・S、
よりそうCスノー＆ホーム、よりそうB季節別電灯、従量電灯B・C、時間帯別電灯A・B・S、
ピークシフト季節別時間帯別電灯、季節別高負荷率電灯、よりそう、でんき

エントリー期間 2022年6月1日（水）～2022年10月31日（月）まで
キャンペーン対象月 2022年7月分～10月分

54Wの白熱電球から9Wの電球形LEDランプに交換（年間2,000時間使用）

月間で電気約7.5kWhの省エネ、約190円の節約

1 電球形LEDランプに取り替える

設定温度を「強」から「中」にした場合（周囲温度22℃）

月間で電気約5.14kWhの省エネ、約130円の節約

1 設定温度は適切に

上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合の比較

2 壁から適切な間隔で設置

月間で電気約3.76kWhの省エネ、約95円の節約

詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較

3 ものを詰め込みすぎない

月間で電気約3.65kWhの省エネ、約92円の節約

外気温度31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を
27℃から28℃にした場合（使用時間：9時間／日）

月間で電気約8.40kWhの省エネ、約213円の節約

1 夏の冷房時の室温は28℃を目安に

冷房を1日1時間短縮した場合（設定温度：28℃）

2 夜間、涼しくなったら早めに冷房を消す

月間で電気約5.22kWhの省エネ、約132円の節約

フィルターが目詰りしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の比較

3 フィルターを月に1回か2回清掃

月間で電気約1.92kWhの省エネ、約49円の節約

節約効果（月間）

約20kWh／約510円

月間500円節約コース
500YEN SAVINGS

節約効果（月間）

約13kWh／約320円

月間300円節約コース
300YEN SAVINGS

節約効果（月間）

約36kWh／約900円

月間900円節約コース
900YEN SAVINGS

ちょっとずつの積み重ねが大きなおトクにつながるかも。

東北電力の省エネチャレンジキャンペーンに

無理のない範囲でぜひご参加ください。

キャンペーンに関するお問い合わせ先

0120-200-352 受付期間：2022年6月1日（水）～2022年11月30日（水）
受付時間：9：00～17：00（土日・祝日を除く）

「よりそうeねっと」へログインし、
「省エネキャンペーンエントリーはこちら」

のバナーをクリック！

おすすめ情報の
「キャンペーンエントリーフォーム」を

クリック！

設問に回答し、エントリー完了！

※料金は東北電力従量電灯B第２段階料金単価にて試算
出典：経済産業省　資源エネルギー庁　省エネポータルサイト/東北電力　省エネ・節約手法のご紹介



＊掲載している催しは、都合により変更になる場合があります。
＊グリーンプラザの施設利用および各種教室、イベントにお申し込みいただいた方の
個人情報は今後、当社および東北電力グループが主催または協賛のイベント情
報のご案内、または提供する商品・サービスに関するご案内など各種情報のご
提供を目的として利用させて頂きます。

＊仙台駅から徒歩約15分
＊仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅
 （西3番出口）から徒歩約1分
＊仙台市営地下鉄東西線
　青葉通一番町駅から徒歩約5分

グリーンプラザのイベント情報は、こちらのホームページでもご覧になれます。

＊駐車場・駐輪場はございません。
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青葉通一番町駅〒980-0811 
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開館・お問い合わせ受付時間／10：00～18：00
休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、GW（5/2（火）～5/7（日））、年末年始

TEL 022（225）2969　FAX 022（225）3007

のご案内

昨今の社会情勢により、さまざまな物価が上昇する中、

毎日の生活の中で省エネをしていただくことで、

家計の負担を減らしていただきたいとの思いから省エネキャンペーンを実施します。

暮らしの中での省エネ術を参考にしていただき、おトクに、楽しく、省エネしてみませんか。

期間中に省エネをしていただいた方から抽選でよりそうeポイントをプレゼント！

電気ご使用量が前年同月比－5％以上の達成で
よりそうeポイントを抽選でプレゼント特典
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キャンペーン対象 ●「よりそうeねっと」に電気のご契約情報を登録いただいていること
　（新たに登録いただく方も含みます）
●当社が指定する対象の料金プランでご契約いただいていること

参加規約
●ご応募の際のインターネット接続料および通信費はお客さまのご負担とさせていただきます。

●同一の使用場所で対象月分の前年同月の電気ご使用実績がない場合は対象外とさせていただきます。

●ご契約期間が1年未満の場合は対象外とさせていただきます。

●前年および本年の対象月分の契約が対象の料金プランではない場合は、対象外とさせていただきます。

●前年同月の電気ご使用実績が50kWh未満の月分については、抽選口数の対象外とさせていただきます。

●前年同月との月間ご使用量の比較においては、ご使用日数の差や気候による影響を考慮いたしません。

●「よりそうeねっと」の1つの会員IDに複数のご契約情報を登録いただいている場合は、契約単位で抽選を実施します。

●1契約あたりの当選回数は、1回までとなります。

●抽選の時点で「よりそうeねっと」にご契約情報が登録がされていない方は抽選の対象外となります。

●ポイントの進呈は2022年12月末までを予定しておりますが、諸般の事情により遅れることがございます。

●当選者の発表につきましては、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。

●当選したポイントの権利の譲渡はできません。

●本キャンペーンで進呈するポイントの有効期間は、進呈日から6ヶ月間となります。

●ポイント進呈の時点で「よりそうeねっと」を退会されている場合はポイント進呈の対象外とさせていただきます。

●本キャンペーンへのエントリーによって何らかの損害が生じた場合、当社の故意または過失に起因するものを除き、
　当社はその責任を一切負いません。

●本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

●東北電力ネットワーク（株）の「離島供給約款」の対象となる山形県の飛島および、
　新潟県の佐渡島・粟島のお客さまは本キャンペーンの対象外とさせていただきます。

特典 対象月の電気ご使用量が前年比－５%以上の方の中から抽選で
20,000名の方を対象によりそうeポイントをプレゼントいたします。
1等：30,000ポイント/100名さま　2等：3,000ポイント/1,000名さま
3等：500ポイント/18,900名さま　合計：20,000名さまにプレゼント
●前年同月との比較で電気の月間ご使用量が「ー5％」以上となった月分を1口（期間中最大4口）として
　キャンペーン期間終了後に抽選を実施し、よりそうeポイントを進呈いたします。

●エントリーより前の対象月の電気の月間ご使用量が前年同月比で「ー5％」以上となった月分についても
　1口として取り扱います。（エントリーとの順序は問いません）

対象の料金プラン よりそう＋eねっとバリュー、よりそう＋ファミリーバリュー、よりそう＋サマーセーブ、
よりそう＋シーズン＆タイム、よりそう＋ナイト＆ホリデー、よりそう＋ナイト8・10・12・S、
よりそうCスノー＆ホーム、よりそうB季節別電灯、従量電灯B・C、時間帯別電灯A・B・S、
ピークシフト季節別時間帯別電灯、季節別高負荷率電灯、よりそう、でんき

エントリー期間 2022年6月1日（水）～2022年10月31日（月）まで
キャンペーン対象月 2022年7月分～10月分

54Wの白熱電球から9Wの電球形LEDランプに交換（年間2,000時間使用）

月間で電気約7.5kWhの省エネ、約190円の節約

1 電球形LEDランプに取り替える

設定温度を「強」から「中」にした場合（周囲温度22℃）

月間で電気約5.14kWhの省エネ、約130円の節約

1 設定温度は適切に

上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合の比較

2 壁から適切な間隔で設置

月間で電気約3.76kWhの省エネ、約95円の節約

詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較

3 ものを詰め込みすぎない

月間で電気約3.65kWhの省エネ、約92円の節約

外気温度31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を
27℃から28℃にした場合（使用時間：9時間／日）

月間で電気約8.40kWhの省エネ、約213円の節約

1 夏の冷房時の室温は28℃を目安に

冷房を1日1時間短縮した場合（設定温度：28℃）

2 夜間、涼しくなったら早めに冷房を消す

月間で電気約5.22kWhの省エネ、約132円の節約

フィルターが目詰りしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の比較

3 フィルターを月に1回か2回清掃

月間で電気約1.92kWhの省エネ、約49円の節約

節約効果（月間）

約20kWh／約510円

月間500円節約コース
500YEN SAVINGS

節約効果（月間）

約13kWh／約320円

月間300円節約コース
300YEN SAVINGS

節約効果（月間）

約36kWh／約900円

月間900円節約コース
900YEN SAVINGS

ちょっとずつの積み重ねが大きなおトクにつながるかも。

東北電力の省エネチャレンジキャンペーンに

無理のない範囲でぜひご参加ください。

キャンペーンに関するお問い合わせ先

0120-200-352 受付期間：2022年6月1日（水）～2022年11月30日（水）
受付時間：9：00～17：00（土日・祝日を除く）

「よりそうeねっと」へログインし、
「省エネキャンペーンエントリーはこちら」

のバナーをクリック！

おすすめ情報の
「キャンペーンエントリーフォーム」を

クリック！

設問に回答し、エントリー完了！

※料金は東北電力従量電灯B第２段階料金単価にて試算
出典：経済産業省　資源エネルギー庁　省エネポータルサイト/東北電力　省エネ・節約手法のご紹介

・網戸が破れた…

・窓ガラスが割れて修理したい…

・ドアの建て付けが悪くなってしまった…

こんなトラブルが起こる前に！

東北電力の「カギ・窓ガラス・建具トラブルサポート」は、あらかじめ

ご契約いただくことで、もしものトラブルのときに安心をお届けします。

※60分以内の作業であれば、基本料・作業料は発生しません。
※部品交換などにより材料費が発生する場合があります。

カギ・窓ガラス・建具トラブルサポート

詳しくはこちらのQRコードから


