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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、下記のご希望の賞品をプレゼント
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 3月7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

314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。前号（第３9号）の解答 4A 7B 1C

※料理教室やすうどくなどにご応募
　いただきました皆さまの個人情報
　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。

TEL.042-546-8811  FAX.042-546-6196
URL.http://www.akishimagas.co.jp

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地

AKISHIMA 昭 島 ガ ス
昭島ガス携帯サイト

RC-L4001NP-WH［ホワイト］
RC-L4001NP-DB［ダークブルー］
RC-L4001NP-BM［ベージュメタリック］

〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

高さ 540mm
幅 460mm
奥行 160mm（脚部266mm）
質量 11.5kg
ガス消費量　4.07kW（3,500kcal/h）

メーカー希望小売価格 ¥84,315（税込）

¥42,100¥42,100（税込）特価50%OFF

都市ガス１３A

ホワイト

都市ガス１３A

ダークブルー
都市ガス１３A

ベージュメタリック

New

都市ガス用
のみです

※次号は、4月に発行
　いたします。

当社はISO14001（環境）ISO27001（情報）
の認証を取得し業務に取組んでいます

フロムサウザンド
AKIGAS通信建物外壁塗装 外壁清掃工事や 中のお客さまへお願い

工事中はガス機器を
　　　使わないでください
外壁塗装工事などの際に、給排気筒（煙突）・
換気扇・給気口の給排気設備をビニール等で
覆ったままガス機器を使用すると、
一酸化炭素（CO）中毒の発生やガス機器が
異常着火を起こして機器の破損や火災の原
因となるため大変危険です。

作業中、換気扇や排気トップ、給湯器本体をビ
ニール等で覆っている場合があります。ビニ
ール等で覆われた状態ではガス機器を使用し
ないでください。（使用する際は、養生ビニー
ルが外れていることを確認してください。）

ガス機器を使用の際に、「なかなか火が着かな
い」「火がすぐ消える」などの場合は、養生ビニ
ールの取り外し忘れが考えられます。外壁の
ビニールを確認してください。

期間中に暖房機をご購入のお客さまにもれなくガスコードをプレゼント
0.6m、1m、2m、3m、5mの中からお選びいただけます。
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の快適性

グリル庫内に
入れたまま
余熱して
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

魚介のタイ風スープ仕立て

※1 クッキングペーパーでおとしぶたをするとアク
 がクッキングペーパーについて取りやすい。

※このメニューはハーマンワイド
　グリル専用ダッチオーブンを使用
　しています。

うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ ■材料（4人分）
エビ（殻付きでOK）…………8尾
貝柱………………………8個
蛤（アサリでもOK）…大5～6個
　　　　（アサリなら10～12個）
春雨（細めタイプ）…………30g
白ねぎ…………………1/2本
 水…………………500cc
 中華の素…………大さじ2
 酢…………………大さじ2
 粗挽き黒コショウ……少々

A

①春雨は水で軽く戻すと、まん
べんなく火が通りやすい。
②ご飯を入れて煮込むと魚介
の雑炊風になります。

ポイントポイントポイントポイント

ボウルに　を混ぜて
おく。
ダッチオーブンにエビ、
貝柱、春雨、蛤、白ねぎ、
最後に　を入れて※1クッ
キングペーパーでおとしぶたをする。
ダッチオーブンのフタをして加熱す
る。

ダッチオーブンから出し、器に盛り仕
上げに粗挽き黒コショウをふれば出
来上がり。

ダッチオーブンに
あわせてカットしてね！

魚介のうまみを丸ごと味わう。

A

ダッチオーブンキー 20分
余熱時間 10分

A

作り方②
すべての材料を入
れた後にクッキング
ペーパーでフタを
する
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4月 締め切り：3月7日（金） 5月 締め切り：4月11日（金）締め切り：3月7日（金）

4月26日（土） 5月24日（土）
 4月 16日（水）、 17日（木）
  18日（金）、 19日（土）

 5月 17日（土）、 19日（月）
  20日（火）、 21日（水）

● キャベツとホタルイカのパスタ
● ホタテと春野菜のグリル
● 春キャベツのコーンスープ
● イチゴのティラミス
　（お持ち帰り付き）

● 緑夏ごはん
● カツオの香味揚げ
● 焼きアスパラガスの和え物
● ゴマ豆腐のデザート
　（お持ち帰り付き）

● イチゴのシューミルフィーユ
　（1人1台お持ち帰り付き）

 ＋コンロ紹介メニュー

● ブルーベリークーヘン
　（お持ち帰り付き）

 ＋コンロ紹介メニュー

～春色ケーキ教室～～春野菜の
　　　　カフェランチ～ ～初夏の和膳～ ～初夏の甘酸っぱい

　　　　　菓子パン～

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）

料理教室募集要項
時　　間 午前１０時～午後１時場　　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。※多くのお客さま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。※メニューは変更になる場合もございますの予
 めご了承ください。

※昭島ガスをご使用以外のお客さまもご応募できます！！

エコウィルで、暮らしをもっと快適に。
自宅で発電することで、ご家庭の電気・暖房・給湯をまかなえます。

暮らしを豊かにしてくれる床暖房や浴室暖房乾燥機、
さらには便利な全自動ぶろまで。
「エコウィルのある暮らし」で、

夢のような住まいへと、生まれ変わります。

サニタリーも

■給　湯
ガスならではのパワフル給湯。
冬場のキッチンとの同時使用でも、
たっぷりお湯が使えます。

バスルームも リビングも
（寝室・子供部屋も）

■ガス温水床暖房
足元からのふく射熱でお部屋全体ポッカポカ。
仕上げ材はフローリング仕上げ、畳仕上げ、
カーペット仕上げなど、さまざまなバリエー
ションからお部屋の雰囲気やお好みに合わせ
て選べます。

キッチンも

■温水ラジエーター
今まで使用されていなかった壁面
にすっきり設置できるスリムタイ
プ。ふく射熱を使って効率よく、
清潔にお部屋を暖めます。

■電気製品
エコウィルで発電した電気は、ご家庭の電
気製品に使うことができます。

■ミスト機能付き
　浴室暖房乾燥機
ご家庭のおふろでいつでも本格的
なミストサウナが気軽にお楽しみ
いただけます。

■脱衣室暖房機
これまでどうしても我慢するしか
なかった冬の脱衣室の寒さを解消
します。

■温水ラジエーター
風をおこさないマイルドなふく射暖房。
省スペース設計なのでトイレや洗面所
などにも最適です。

■全自動ぶろ
お湯はりも足し湯・
追いだきもすべてお
まかせ。どんな時間
に入浴しても、いつ
でも一番ぶろ気分を
満喫できます。

■浴室暖房
　乾燥機
冬の一番ぶろも浴室
はポカポカ。
パワフルな乾燥機能
で雨の日や夜間でも、
お洗濯物をふっくら
乾かします。

■シャワー
発電の排熱でおトク
なお湯をたっぷり使
えます。
電気温水器などの貯
湯式とちがい、2階
への給湯もパワフル
です。

■給　湯
毎日の洗いものにも大助かりの、
パワフル給湯を実現します。

■ガス温水床暖房
場所をとらない、風をおこさないふ
く射熱暖房。冷え込みの厳しい冬の
日も、足元をポカポカに暖めます。

■ガラストップコンロ
料理の美味しさは、ガス火が一番。
安全機能も充実した、最新のコンロは
これからの必需品です。

照明 パソコン テレビ

フローリング
仕上げ

畳仕上げ カーペット
仕上げ


