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※料理教室やすうどくなどにご応募いただきました
　みなさまの個人情報は適切にお取扱いさせていただき、
　その目的以外には利用いたしません。

※次号の発行は１０月となります。

■発行・編集／2010年8月  昭島ガス

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地
TEL.042-546-8811
FAX.042-546-6196
URL.http://www.akishimagas.co.jp
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ガスコンロ VS IHコンロ

第１０回 昭島ガス杯争奪 少年野球大会 結果報告

す ど くう
すうどくとは９×９のマスの中に、
１から９までの数字を入れていく
パズルです。ただし、守らなけれ
ばいけないルールは次の三つ。

●各列で同じ数字を使わない。
●各行で同じ数字を使わない。
●太い枠線で囲まれた３×３のマス目の中では同じ数字を使わない。

A賞 火災警報器（３,９８０円相当） ５名様
昭島ガスがお伺いし設置させていただきます。

B賞 クオカード（１,０００円） １０名様

正解者の中から抽選で、下記のご希望の商品をプレゼント

３０５通の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。前回の解答 １A ３B ８C

問題 ３つの　（　　　）の数字はいくつでしょうか？A B C

■応募方法
　ハガキに ①郵便番号、住所 ②氏名
 ③電話番号 ④答え
　 ⑤ご希望の商品 をご記入の上ご応募ください。

■宛　　先 〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地
 昭島ガス「すうどく」係
■締  切  り ９月１７日（金）当日消印有効

※正解者多数の場合は抽選とさせていただきます。
　当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

※A賞は昭島ガスご利用のお客様に限ります。

A B C

昭島ガスは、環境マネジメントシステムの
国際規格ISO14001の認証を取得しております。

9/1～
12/31
まで
暑い夏を過ぎますと、まもなく暖房機が必要な季節をむかえます。
昭島ガスでは、お年寄り等のご家庭でご使用の暖房機
の設置、安全並びに点火確認を無料で行っています。
ご希望のお客様はご連絡ください。
※但し、昭島ガスご利用のお客様に限ります。
※ガスのストーブ又は、ファンヒーターに限ります。

無料！！無料！！

SA-262E

ガス暖房機（ストーブ・ファンヒーター）
設置キャンペーン実施！

50％OFF

お手入れしやすく
  耐久性、耐熱性に優れた
    ショット社製ガラス天板

8月31日（火）まで！！ 限定数がなくなり次第終了とさせていただきます。

50％OFF
なんと！！

なんと！！

希望小売価格104,790円(税込)

あらゆる
タイプの
お部屋にも

52,395円
(税込)

RTS-S630VGTS(SL)-L/R（幅60cm）

最新ガスコンロを大特価！！
あなたの「うっかり」はセンサーが守ってくれる！
これからのガスコンロは「安心」「便利」
    プラス「省エネ」でさらに進化しました！

042-546-8811昭島ガス株式会社●お問い合わせは

限定特別販売

早期限定
特別販売

限定10台

限定10台

限定10台

コンパクトサイズで手軽なスタンダードタイプ
さまざまなシーンで使えるバリエーション。

目玉商品！！

New

24,000円(税込)

暖房能力： 4.07kW～0.76kW
外形寸法： W500×D154（184）※×H445mm
 ※（　）内は脚部を含んだ寸法です。
質　　量： 8.2kg

昭島ガスでは、商品のお届け、設置、点火確認までさせていただきます。

今お持ちの暖房機も無料で設置、点火確認をさせていただきます。
詳しくは裏面をご覧ください。

GFH-4001S（プレーンホワイト）New

〈機能〉 おはよう
運転

おやすみ
運転

8時間
消し忘れ
タイマー

操作ロック セーブ機能 フィルター
サイン ブザー機能

  暖房の〈めやす〉 コンクリート

15畳
まで

木造

11畳
まで

〈暖房のめやす〉は、
  13Aの値です。

ノーリツグリーンプロダクツ
対応商品

都市ガス13A
プロパンガス

都市ガス13A プロパンガス

都市ガス13A プロパンガス

ガスファンヒーターを大特価！！

さらに！！もれなく

0.6m、1m、2m、3m、5mの
中からお選びいただきます。

ガスコード
　　プレゼント

4kWになって
新登場

ガラストップテーブルコンロ

ガラストップビルトインコンロ

75,075円
(税込・取替工事費別途)

【天板60cmタイプ】
 RS３１W８A２R シルバーブルー

希望小売価格150,150円(税込)

77,700円
(税込・取替工事費別途)

希望小売価格155,400円(税込)

【天板75cmタイプ】
 RS７１W８A２R シルバーブルー

機能も充実！！機能も充実！！
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カラー２色から選べますカラー２色から選べます

リースなら、月々のお支払は
ガス料金と一緒だから便利！！

リース料金には、弊社所有物をリース（貸出し）するための
運営費（機器の点検・取り外し費用、コンピュータ関係費、
事務関係費用など）および分割払いとするための金利など
が算入されております。

リース料金について

SA-262E
新コスモス電機

あなたの家族と命を守る

電池式
　スタンダードタイプ

警報器リース契約

警報器のお支払いは
「警報器リース契約」
がおすすめです！！

取付工事費と交換工事費はリース代に含まれています。

①昭島ガスが適正な管理のもとに正しく作動する
　警報器をお貸しする契約で、毎月リース料金
　（月額）をガス料金と一緒にお支払いいただけ
　ます。
②１０年間のリース期間終了時に、再契約いただく
　ためのご案内をいたします。

※但し、昭島ガスご利用のお客様に限ります。

リース 50円／月（税込）

住宅用火災警報器

煙検知

つけましたか？

● 火災発生時や機器の異常をわかりやすい「音声」でお知らせ。
● 電池式なので取付が簡単です。（電気工事不要）
● 電池寿命、機器の異常をランプと音声でお知らせします。

特　徴
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AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

場　　所 AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

時　　間 午前１０時～午後１時
 （メニューにより多少異なる場合があります。）

参  加  費 ２dayコース：
 　月１回 ２ヶ月 ５,０００円（当日現金払い）
 １dayコース：
 　各１回 １,０００円（当日現金払い）

募集人員 ２dayコース：８名
 １dayコース：各回８名

応募方法 はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、参加希望日をご記入の上ご応募ください。
 ※はがき１枚で１名様（１回分）のご応募でお願いいたします。※応募者ご本人様が出席してください。
 ※書き漏れがありますと応募無効となりますので、書き漏れのないようお願いいたします。

宛　　先 〒１９６-００３１昭島市福島町１０００番地　昭島ガス「料理教室」係
 ※各締切り日 当日消印有効　

問合せ先 営業企画担当　中村　TEL：０４２-５４６-８８１１
 ※当日キャンセルの場合はキャンセル料として各コースの参加費全額をいただきます。
 ※抽選結果につきましてはご当選された方のみ締切日から１０日以内に当選通知ハガキを発送さ
 　せていただきます。残念ながら落選された方は自動的にキャンセル待ちとさせていただきます。
 ※多くのお客様が昭島ガスの料理教室に参加していただけますように、初めてご応募された方を
 　優先的に当選とさせていただきます。
 　ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

 ※昭島ガス以外のお客様もご応募できます！！

料理教室募集要項

● カップ de モンブラン
　（１人５コ持ち帰り）
● ラビオリと根菜のトマトスープ

～ごちそう中華～～秋のスイーツ～

10月9日（土） 11月20日（土）

● 黒米ごはん
● 茸の葛汁
● エビのチリソース
● ゴマ団子（持ち帰り付き）

10月 14日（木）、15日（金）
 16日（土）、18日（月）

11月 16日（土）、 9日（火）
 17日（水）、26日（金）

10月 締め切り：9月17日（金） 11月 締め切り：10月15日（金）

～旬なお菓子～
● アップルアリュメット
　（１人１台お持ち帰り）
● IH比較調理

～贈り物スイーツ～
● フロマージュ・キャトルキャール
　～洋梨のキャラメリーゼ～
　（１人１台お持ち帰り）
● コンロ紹介メニュー
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2
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締め切り：9月17日（金）

暑い夏に

　ピッタ
リ暑い夏に

　ピッタ
リ

エコ・クッキングエコ・クッキング
うま！ラク ■作り方

①　ニンジンは皮つきのまま５mm幅の
輪切りにし、やわらかくなるまでゆでる。

②　①のニンジンとオレンジジュースを
一緒にミキサーにかけ、鍋にうつす。

③　分量の半分の水（１/２カップ）でミ
キサー内を洗い、②とあわせる。

④　②の鍋に残り半分の水と粉寒天を
入れ、かき混ぜながら煮溶かす。沸い
てから１～２分煮て、完全に溶かす。

⑤　④に砂糖を加えてさらに煮溶かす。
あら熱を取り、レモン
汁を加えて混ぜる。

⑥　カップに流し、冷や
し固める。

記載されている調味料の分量、設定温度、調理時間は目安です。食材の大きさや種類、調理道具によって異なる場合があります。

（鍋底に残った寒天もゴムベラを使うと
  すっきりとれます。）

■材料（４人分）

ニンジン １５０g
オレンジジュース １カップ
水 １カップ
粉寒天 ４g
砂糖 ５０g
レモン汁 大さじ１/２

キャロットオレンジ寒天
1人あたり 約83kcal

●人参は皮ごと使用し、食材を無駄なく使う
●ゴムベラを上手く使い食材を無駄なく
●常温でも固まる簡単ヘルシーデザート

エコポイントエコポイントエコポイントエコポイントEcoEco

第10回昭島ガス杯争奪少
年野球大会

光華グリーンズが優勝！ 優  勝 光華グリーンズ
準優勝 リトルイーグルス
 昭島ビクトリー
3　位

 昭島美堀メッツ

第１０回昭島ガス杯争奪少年野球大会（兼第３３回昭島

少年野球夏季大会）は、５月３０日（日）から６月１２日（土）

まで、くじら運動公園野球場並びに昭島市民球場で開催

されました。昭島ガスでは、少年・少女の心と体の健やか

な成長と少年野球の普及のため、この大会を毎年後援

しており、今年で１０回目となりました。

大会は８チームが参加し、決勝戦（６年生の部）はトー

ナメントを勝ち進んだ「光華グリーンズ」と「リトル

イーグルス」の対戦となり、今年４月に新設され

たばかりの昭島市民球場において、電光掲示

板や場内アナウンスも利用して行われました。

息詰まる熱戦となった決勝戦は、４対４で延

長戦となり、特別ルール（ノーアウト満塁）

の延長戦の結果、先攻の光華グリーンズが

５点をとり、後攻のリトルイーグルスの反撃を

３点に抑え、みごと優勝を果たしました。

みなさまに
安心（Safety）、便利（Support）、
笑顔（Smile）を約束する、
賢い（intelligent）センサーを搭載。
それが「Siセンサーコンロ」です。

煮こぼれや風などで、万一火が消えても
自動でガスを止めます。

鍋の焦げつきを初期段階で
検知し自動消火。
煮込み料理などを、じっくりトロ
火にかける際にも安心です。

全口に安心の
温度センサー

鍋全体を温めるから、おいしさが違う
ガスコンロ。

鍋全体を均一に加熱することで、
ムラが少なく作れます。

鍋底にピッタリ密着。
より安心なガスコンロのセンサー。

IHクッキングヒーターはトッププレートをはさむ
ため、揚げ物するときは５００　以上の油が必要です。

○炎が見えないため、やけどに注意！

○電磁調理器具に使えるお鍋は
　限られています

○電磁波の心配も…

ガスはクリーン・エネルギー
地球温暖化を防ぐためにCO2排出抑制が必要です。

ガスは、製造・輸送時のロスがほとんどないのに対して、電気は発電所の排熱ロスや
送電ロスがあるため、同じエネルギーを使うにもより多くの一次エネルギーが必要
となります。

電磁調理器具（IHコンロ）とガスコンロ電磁調理器具（IHコンロ）とガスコンロ

ご使用後は
やけどに
注意！

立消え
安全装置
立消え
安全装置

調理油過熱
防止装置
調理油過熱
防止装置

焦付
消火機能
焦付

消火機能

こげつき

Siセンサー
立消え安全装置

IHクッキングヒーター

焦付消火機能 あり 焦付消火機能 なし
鍋の焦げつきを検知して
初期段階で自動消火

約250℃になると
自動消火
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