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エルワンミネタ

こんにちは、エルワンミネタの峯田です！
2020年もあっという間に半年が過ぎました。今回はデラックス版として、
スタッフ紹介と新入社員紹介もさせていただきます！今月も感染予防の徹底
と新しい生活様式を取り入れて、生活応援に頑張って参りますので宜しくお
願い致します!!

②

③

SDGsに取り組んでいこう！
パナソニックの「ソーラーランタン10万台プロジェクト」はご存知ですか？「無電化地
域」にくらす人々が世界には約11億人。パナソニックは無電化地域に あかり を届ける
ことで、教育・医療・経済・安全などの課題の解決に貢献することを目指して、2013年か
ら2018年にかけて10万台以上のソーラーランタンを寄贈してきました。パナソニックの企
業市民活動（社会貢献活動）は、「事業を通じて社会の発展に貢献する」という創業当時よ
り掲げる経営理念に基づき、誰もが歓びを分かち合い活き活きとくらすことのできる「共生
社会」の実現に向け、人材育成・機会創出・相互理解の３つの領域で貧困の解消に取り組ん
でいます。「ソーラーランタン10万台プロジェクト」は機会創出を通じて貧困解消に取り
組む活動の一つです。エルワンミネタも社会貢献に取り組みたい！ＬｅｔｓＳＤＧｓ
！

④

長崎店 今野 千里 作

ＳＤＧｓにも つなが る太陽 光発電 や蓄電 池！
今後も高騰していく電気代と再エネ賦課金。電気を使用するという事は火力
発電により燃料を燃やし、CO2を出すという事。
電気の使用量を減らすという事はCO2排出を減らせるという事。つまり、温
暖化防止に貢献できるのです！その為にも太陽光発電で自家発電する事は家計
の経済効果以上に、地球にやさしい素晴らしい事なんですね。また、蓄電池は
卒F I T の皆さんにはもちろん、最近の地震多発の中において、くらしの安心に
つながり、万が一の避難所での密を避ける為にも家庭への蓄電池設備が普及し
て欲しい商品の一つですね！

お友達の追加と

LINEでのお問い
合わせが増えてお

ります。皆さま、
ありがとうござい
ます。

まだの方もぜひご
登録をお待ちして
おります。

のスイトル！
オススメ商品♪シリウス
水の力で汚れをス
イトル！これがあ
れば 、カー ペット
を汚してももう大
丈 夫！ お 持 ち の
掃除機につけるだ
け。人気商品です。
（税込10978円）

新型コロナ時代のエアコン換気方法！
①夏に窓を開け換気している時のエアコンの使い方は
「つけっぱなし」か「スイッチオフ」どっちが正解??

おすすめは、「つけっぱなし」です！
エアコンは室内を設定温度に下げていくまでの運転が一番電気代がかかり
ます。「新しい生活様式」では「こまめな換気」が求められていますが、
窓を開けて換気すると外の熱い空気が部屋の中に入り、室温が上昇してし
まいます。その後、また室温を下げるとなると、電気代がかかる運転の繰
り返しとなってしまいますね。
②エアコンには換気機能がついているか??

ほとんどのエアコンには換気機能はついていません。エアコンは室内の空
気を取り入れ、本体の内部で熱交換して、冷たい空気にして出しますので、
あくまでも室内の空気が循環しているだけなのです。
③エアコンの電気代を抑えながら換気も行い、涼める方法は？

・エアコンと扇風機・サーキュレーターを併用する事がオススメです。
・窓を開けた換気は1時間に10分間(オススメは30分おきに5分ずつ)。
・2週間に1度のフィルター清掃。フィルターが目詰まりしていると、
風量も弱くなり、熱交換の効率にもロスが生まれます。
・風量は自動設定がオススメです。余分な電気を使いません。
・設定温度を下げる前に風量を強くすると、空気の流れが生まれ、
涼しく 感じます。
・室外機も日よけの工夫や吹出し口をふさがないのがオススメです。
④「新しい生活様式」には換気が必要！

お部屋に空気の通り道を作るためにも、窓を開ける、換気扇を同時にまわ
すなどの工夫が効果的です。

■山辺店／ TEL 664 -7912 ㈹ ■あかねケ丘店／ TEL 645-5191㈹ ■長崎店／ TEL662-3251㈹ ■さふらん山辺店／ TEL 667-1039 ㈹

みねた ようこ

峯田 洋子

みねた ひでじ

峯田 季志

常務

会長
いつも大変お世話になっております。私も
昨年より会長になりましたので今後とも宜
しくお願い致します！最近は出張も出来な
い為、会社でリモート会議をしております!
楽しみは孫と遊ぶことですね！皆様、感染
予防に気を付けながら新しい生活様式を
取り入れて過ごしていきましょう！

ちば すすむ

千葉 進

みねた まさのり

社長

店長兼営業部長

峯田 和宜

いつもお世話様です。昨年11月より社長就任となり
ました。新米社長でありますが、お客様にも地域に
も、そして社員の皆んなに対しても"お役立ち"がで
きるよう、精進してまいります。これまで同様、町内
では大門地区（1丁目以外）、近江地区（1〜5丁目）
を中心に、ご縁があればどこにでもかけつけます！趣
味は音楽で、レコード収集にも力を注ぎながら、今年
で41歳の二児のパパとして子育ても頑張ります！

皆様、いつもエルワンミネタがお世話に
なり、大変ありがとうございます。私も最
近は孫の子守をしながら、楽しくも大変
な毎日です。いつも笑顔でお出迎えさせ
ていただきますので、いつでもご来店お
待ちしております！

いつも山辺店がお世話になってお
り、ありがとうございます！チーム
ワークの良さでお客様に喜んでい
ただける仕事をこれからも頑張っ
ていきます。好きなものは車です！

たかはし ゆうじ

髙橋 祐二

長崎店

ゆうき ただゆき

結城 忠行

副長

店長
いつもお世話になっております。
主に梅ヶ枝町、いずみ、南小路、西小路、西町、達
磨寺、向新田を担当してます。
地域の皆様に喜んで頂けるように大小問わずお
困り事を解決し、快適な生活のご提案致します！
趣味は休みの日にラーメン巡りをする事です。
山形に生まれて本当にいがった〜って思います
(*^^*)

いつもお世話になっております。
北小路、桜町、元町、あおば、旭町、新田
町、柳町、下川、落合、三軒屋、文新田を
担当させて頂いております高橋です。
お気軽に声掛け頂ければ、直ぐにお伺
いさせて頂きます。
趣 味 は釣りで 、休日は渓 流 、海と両 方
行ってます♪
いのうえ てつお

井上 哲夫

そねはら たく

曽根原 卓

顧問

主任
いつもありがとうございます。中山
町豊田地区を担当させて頂いており
ます。精一杯がんばりますので、ど
うか宜しくお願い致します。趣味は
観葉植物を眺めるのが好きです。毎
日癒されています。

長崎店開設以来の社員です。
お困りごと有りましたら本日開
店の気持ちでスピード感を持っ
て対応させていただきます。
趣味は低山登山です。

みねた しげひろ

峯田 茂浩

こんの ちさと

今野 千里

さとう ふさこ

新入
社員

参事

主任

私のモットーは「時間を大切に」で
す。休みは家庭菜園でリフレッシュ
してます。最近、枯れたと諦めてい
た大切な鉢植えの花が咲き、生命力
の強さに感動‼大変お世話になり
ありがとうございました。

いつもお世話様です。主に、あかね
ケ丘、久保田、山形市西部、北部エ
リアを担当しています！家電以外の
困り事（リフォーム等）にも迅速に
対応を心掛けています！毎日食べて
る納豆が力の源です!!

佐藤 房子

（２歳）

主任

みねた りおり

峯田 季織

たかやま ともあき

毎度お世話になっています。
いつも感謝を忘れずに!
山形市南西部エリア、北東部エリアを担当し
てます。stayhome期間は流れる３段メダカ
のビオトープ作りをして家族で楽しんでま
す！最近は、住まいに関するご相談も増えて
きました！お気軽に何でも話しかけていただ
ければ、嬉しいです！

いつもありがとうございます。
上町、南館、山形市南東部を主に担
当しております。家まるごと、何でも
お気軽にお声掛け下さい。
最 近 はN E T F L I Xにはまって いま
す。テレビをネットに繋ぐと楽しさが
増えますよー。

高山 智晃

（４歳）

主任

みねた なりあき

峯田 宜尭

さとう たくみ

わたなべ みち

渡部 未知

いのうえ みつこ

店長︵さふらん︶

井上 美津子

新入
社員

いつも御ひいき頂きありがとうご
ざいます。
私も健康を気にする年頃になりま
した。歩く事から、第1歩始めたい
と考える今日この頃です。

佐藤 匠

ながしま ゆみ

ごとう みつこ

長嶋 由美

後藤 美津子

モットーは 「なせばなる」で
す。休日はテニスと温泉でリ
フレッシュ。お気軽にお店に
来て下さい。お待ちしており
ます。

家電からリフォームまで「家まるご
と」サポートさせていただきます。
明るく元気をモットーにがんばりま
すので、お気軽にご相談下さい。あ
かねヶ丘 店を今 後とも宜しくお 願
い致します！

主任

初めまして！高橋亮輔と申します。寒河
江出身で年齢は29歳です。趣味はキャ
ンプで、焚火を見ながらゆっくりする時
間が大好きです！自粛で今年はまだ行け
てないですが( ｡ﾟДﾟ｡)
皆様の快適な生活のお手伝いが出来る
よう頑張りますので宜しくお願い致し
ます。

わたなべ たかし

室長

担当は相模地区、
近江(6〜9丁目)、
緑ヶ
丘、長嶋、上野、上宿、清水町、南町で
す。
リフォーム＆オール電化が得意です
ので何なりとご相談下さいませ。
クルマ
が好きで整備士の資格も持ってます。
休日はドライブなどを楽しんでます。

渡部 隆

あかねヶ丘店

さいとう よしちか

たかはし りょうすけ

斎藤 良親

高橋 亮輔

新入
社員

主任

みねた ともか

峯田 朋佳

やまだ ひろし

山田 浩

介護用品、福祉用具を担当しており
ます。丁寧で、迅速な地元ならでは
のサービスをモットーに、明るく笑
顔あふれる暮らしをお届けします。
車と映画鑑賞と野球観戦が好きで
す！

どんなときでも「笑顔」をモットーに、
可愛く歳を重ねていきたいです。
最 近 、大 好きなバンドが解 散してし
まいショックなのですが、笑顔でいた
らまた会えそうな気がしてます。
ムフフ♪♪

いしやま ともかず

主任

みねた ゆり

峯田 ゆり

育児育児の日々ですが、悩みながらも楽しん
でいます！町中でお会いする機会があるかも
しれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
子供たちもお店に連れてきて遊んでもらった
り、色々なことを教わり、社員の皆さんのお陰
でとても楽しい日々を送らせていただいてお
ります。お仕事も頑張りますので今後ともど
うぞ宜しくお願い致します。

いつもお世話様です。
大寺地区、高楯地区、天神、芦沢、東町を
主に担当しております。今はエアコン、
4Kテレビ、冷蔵庫、それからリフォーム
などのご相談が増えてきました。
その他お住まいの気になる事は、何でも
お気軽にご相談下さい！

石山 智一

あびこ やすひと

主任

安孫子 保人

よしの けいすけ

吉野 圭祐

山辺店の吉野です！
皆様から喜んでいただけるように頑張っていきま
す！山辺の駅前、本町、仲町、大手町、裏小路、前小
路、前ノ内、西館、西町、北ﾉ宿、田中、沢寺、山形市
の村木沢地区、門伝、柏倉を担当しております！ス
テイホーム期間でしたので、テレビとインターネッ
トをつないで家ではずっと映画や海外ドラマを見
まくってました!レンタルで借りに行かなくてもい
いなんて最近のテレビは便利ですよね〜☆

山辺店

生き物と鉱物をこよなく愛する、
２児の母です！休みの日
は1人行動が多く、カラオケに行ったり、スイーツを食べ
たり、ハンドメイドをしたりと、自分の時間を満喫して過
ごしています。最近は、大好きな和楽器バンドのライブ
DVDを見ながらの晩酌が日課になりつつあります。早
くライブが再開しないか首を長ーくして待つ日々です！
好きな言葉は「Try＆Enjoy」毎日の新しい発見を、楽し
みながら吸収していきたいです！山辺の事、いろいろ教
えてください♥気軽に声をかけて頂けたら嬉しいです！

6 月で４歳になりました。自転 車に
乗ったり、しりとりをしたり、文字を
書くのが大好きです！MC GATAを
歌うのも楽しいです♪ 幼稚園ではみ
かん組さんで楽しく過ごしています！

５月で2歳になりました。なかなか
髪の毛が伸びないですー。早く髪
の毛結いたいなーー。
最近は"海ダンス"と郷ひろみ"男の
子女の子"にはまってます！

いつも有難うございます。あかね
ケ丘店へぜひご来店ください。お
待ちしております。趣味は沖縄へ
行ってリフレッシュすることです。

いつもお世話になっております。お散
歩やお買い物のついでに、お気軽にご
来店ください♪
趣味はカフェめぐりです。最近は、バス
チーやパウンドケーキを作って、おう
ちカフェをしてまったりしています(^^)

初めまして峯田茂浩と申します。山形市出
身で年齢は。50歳です。身体は大きいです
が、実は恥ずかしがり屋です。
趣味はスポーツ観戦（野球）です。休日は家
が農家なので収穫の手伝いなどもします！
不器用ですけど皆様のお役に立てるように
頑張りますので宜しくご指導の程お願い致
します。

