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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。

※次号は、平成２５年1月
　に発行いたします。

■発行・編集／2012年12月
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ガスフェスタ 開催報告

第6回 全国親子クッキングコンテスト東京大会 出場報告

すう
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 昭島温泉 湯楽の里
 　無料入浴券  ペア（2枚）10名様
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
問題 ３つの の数字はいくつでしょうか？A

■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ご希望の賞品 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 1月11日（金）当日消印有効

※A賞は昭島ガスご利用のお客さまに限ります。

※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 B C

どく
B C

323通のご応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。３2号の解答 2A 4B 9C

12月末までエアコンに比べて消費電力を大幅にカットできます。
さらに、ガス暖房機ならクリーンな天然ガスですので、環境にも貢献。
給油の必要がないので、お出かけする時間も手間も節約できます。

ご好評に
つき

残りあと
わずか！！

省エネ機能向上の
ガスファンヒーター

●ガスファンヒーターで省エネ暖房。
●シーンに合わせて使い分けがポイント。
●自動で省エネ、エコ運転で経済的に。

但し、在庫が
なくなり次第
終了させて
いただきます。

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地

クリーンなエネルギーで快適な暮らしをバックアップ
AKISHIMA 昭 島 ガ ス

昭島ガス携帯サイト

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。

寒い冬を
暖かく、快適に
過ごしましょう～!!

寒い冬を
暖かく、快適に
過ごしましょう～!!

ガスファンガスファン
ヒーターをヒーターを

お使いお使い

換気してください。

ガスファンヒーター
は、お部屋の空気を
使ってガスを燃焼
させます。 １時間に
１～２回程度、換気
してください。

温風の吹き出し口には

ご注意ください。

温風吹き出し口は高温に
なりますので、直接触れ
るとやけどをするおそれ
があります。また長時間
吹き出し口の近くにいる
と低温やけどをするおそ
れがありますので、ご注
意ください。

消し忘れに
ご注意ください。

ファンヒーターをつ
けたまま就寝や外出
は絶対にしないでく
ださい。
（就寝時はタイマー
機能を使うと便利で
す。）

フィルターのお掃除を

してください。

・ガスファンヒーターのフィルターは月に
１回を目安に掃除をしてください。また、
フィルターサインが点滅した場合は
必ずフィルター掃除をしてください。

・フィルターの汚れや目詰まりにより本
体の過熱や故障など、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。安全にお使
いいただくために、定期的に（３シーズ
ンに１回程度）「機器本体内部清掃及び
点検」を受けられることをお勧めします。
ご使用中に嫌な臭いがするなどの異常
を感じたら、お買上げの販売店、または
昭島ガスへご連絡ください。

にに安 全・快 適

いただくためにいただくために
ガスファンヒーター
ご使用上の注意点
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ガスファンヒーター

GFH-4001D-WH［ホワイト］
GFH-4001D-PB［ピンクベージュ］
GFH-4001D-CN［シャンパン］
○高さ 456mm　○幅 486mm
○奥行 163mm（脚部201mm）　○質量 10.5kg
○ガス消費量 4.07kW～0.76kW

都市ガス１３A 都市ガス１３A 都市ガス１３A
〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

メーカー希望小売価格 ¥77,490（税込）

¥38,700¥38,700 （
税
込
）

特価ホワイト

ピンクベージュ シャンパン

ガスコードは別途お買い求めください。
50%OFF

「地球温暖化対策のための税」による料金改定のお知らせ「地球温暖化対策のための税」による料金改定のお知らせ
平成24年10月1日から「地球温暖化対策のための税」として、石油石炭税（0.86円/㎥）に1㎥あたり
0.21円/㎥が新たに課税されることになりました。つきましては、弊社といたしましても需要家の皆様に1㎥
あたり0.20円/㎥のご負担をお願いいたしたく、料金改定を実施いたしました。（0.01円/㎥は当社負担）
新しい料金は1月の検針分から適用になりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し
上げます。

【 一般供給約款 】（消費税込）

※一般供給約款以外でご契約のお客様は、検針票又は弊社のホームページをご覧ください。

昭島ガス株式会社 料金担当　@042-546-1116

料金表A

料金表B

料金表C

0～25㎥まで

25～255㎥まで

255㎥超

162.73円

145.43円

127.81円

162.93円
145.63円
128.01円

適用区分 旧供給約款
従量料金単価（円/㎥）

新供給約款
従量料金単価（円/㎥）

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。



AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

■作り方
①

②

③

④

場　　所 AKIGAS体験館（昭島ガス構内）
応募方法 はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、
 参加希望日とコース名をご記入の上、ご応募
 ください。
 ※はがき１枚で１コース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。
 ※記載漏れがありますと応募無効となりますので、記載
 　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　山下　TEL：042-546-8811
 ※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。
 ※当日不参加の場合は、食材の準備の都合により参加費をいただく場合が
 　ありますので、ご了承ください。※昭島ガスをご使用以外のお客様もご応募できます！！

豚肉はみそ、みりんをもみこみ、30分以上
おく。
さやいんげんは気になるようなら筋を取り、
赤ピーマンは種とへたを取って4つ割にする。
両面焼グリルを〔上火、下火強〕で3分予熱し
て豚肉を奥に入れ、手前にさやいんげん、赤
ピーマンを並べる。〔上火、下火強〕で4～5
分焼いて豚肉を取り出す。（豚肉が焦げない
ように途中でアルミホイルをかぶせてもよ
い）さやいんげん、赤ピーマンは焼き加減を
見ながら途中で取り出す。
豚肉を食べやすい大きさに切り、さやいんげ
んも4cm長さに切る。赤ピーマンとともに
器に盛る。

豚肉のみそ漬け焼き

少し濃いめのみそ味がたまらない！
魚焼きグリルなら、
お肉をやわらかく焼き上げます。

■材料（2人分）
豚ロース肉…………300g
さやいんげん…………8本
赤ピーマン……………1個
みそ………………大さじ2
みりん……………大さじ1

～安田様親子の作品～

全国親子クッキングコンテスト東京大会
第6回

ウィズガス第6回全国クッキングコンテスト東京大会が10月8日
（祝）にStudio＋G GINZAで開催されました。今回の東京大会では
2600件（去年1200件）を超えるご応募の中から厳選なる書類審査
により12組が選ばれ、料理の腕を競いました。
今回、昭島地区からも多くのご応募があり昭島ガス代表として昭島市

つつじが丘にお住まいの安田様親子『東京⇔福島楽しい旅の思い出』
が選ばれ、見事な料理の腕前と親子のチームワークで競い合いました。
料理のレベルが年々上がっている中で3位入賞を果たしました。惜し

くも関東中央大会への出場権は獲得できませんでしたが、「来年はリベ
ンジしたい！」と意気込みを話されていました。
今後とも皆様のご応募をお待ちしており

ます。

昭島市
つつじが丘に
お住まいの
安田様親子

ガスフェスタ開催！

時　間 午前１０時００分～午後１時
定　員 8名 参加費 1,500円

時　間 午後２時～午後４時３０分
定　員 5組（10名） 参加費 1組1,500円

２月１１日（祝） 開催２月１１日（祝） 開催
「大人のコース」
～キャラメルムースと
　　チョコレートのケーキ～

～塩チーズクッキー＆
　　　　　チョココアクッキー～

「親子のコース」

AKIGAS体験館　料理教室参加者募集 〈バレンタイン教室〉

逸品レシピ逸品レシピうまラク ！

豚のみそ漬け焼き
と野菜を同時に焼く
ので、光熱費がカッ
トできます。まさに
「エコ料理」。並べ
方のコツは、肉を奥
におき、先に焼き上
がる野菜は手前に。

ポイントポイントポイントポイント

（2名）

第3位
入賞

「東京↔福島楽しい旅の思い出」

ガスフェスタ『～炎でつながる家族の
絆～』を10月27日（土）に昭島ガス構
内にて開催いたしました。当日は天候に
も恵まれ、会場ではエネファーム（家庭
用燃料電池）やエコウィル、太陽光発電
システムなどの環境性、経済性に優れた

マイホーム発電を中心とした商品から、デザイン性や機能性にこだ
わったビルトインコンロまで幅広く展示を行い、お客様に興味を持っ
ていただきました。また、仮面ライダーウィザードショーなどのイベン

トも大盛況でした。来年もお
客様に喜んでいただける企画
を満載してガスフェスタを開
催いたします。次回のご来場
を心からお待ち申し上げます。
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締め切り：1月11日（金）

時　　間 午前１０時～午後１時
募集人員 ２dayコース ： ８名　　　１dayコース ： 各回８名

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）

2月 締め切り：1月11日（金） 3月 締め切り：2月8日（金）締め切り：1月11日（金）
2月2日（土） 3月2日（土）

 2月 19日（火）、 20日（水）
  22日（金）、 23日（土）

 3月 14日（木）、 15日（金）
  16日（土）、 18日（月）

● 黒糖パン（お持ち帰り付）
● ダッチオーブンde
　ロールドビーフ パスタ添え
● 大豆と人参のポタージュ
● リッチヨーグルト
　　　　　　～ベリーソース

● 洋風ちらし寿司
● ダッチオーブンde
　　　　　　ローストポーク
● 蛤のチャウダー
● 抹茶のサンドケーキ
　　　　　　　（お持ち帰り付）

● アーモンドトルテ
　（1人1台お持ち帰り）
 ＋コンロ紹介メニュー

● フレッシュベリーの
　　　　　　　クリームパイ
　（1人1台お持ち帰り）
 ＋コンロ紹介メニュー

～贈り物に最適なお菓子～～冬のあったかランチ～ ～今年は洋風ひなまつり～ ～旬のケーキ～

メニューにより多少異なる場合があります。 メニューにより多少異なる場合があります。


