
ガスファンヒーター４つの特徴ガスファンヒーター４つの特徴

■発行・編集／2015年10月

１5-6-３０8００

※料理教室やすうどくなどにご応募
　いただきましたお客さまの個人情
　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

※次号は、12 月に発行
いたします。

第50号

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 11月6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

354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49号）の解答 4A 1B 7C
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点火時、消火時のイヤな
ニオイが気にならない快適暖房。

ガスだから、面倒な燃料
補給の手間がかかりません。

セーフティ機能で、
万が一への気配り。

0.6m、1m、2m、3m、5mの
中からお選びいただけます。
0.6m、1m、2m、3m、5mの
中からお選びいただけます。
※0.6mは都市ガス用のみ

期間中に暖房機をご購入の
お客様にもれなく
ガスコードをプレゼント

ガスファンヒーター４つの特徴ガスファンヒーター４つの特徴

メーカー希望小売価格¥83,484（税込）

¥50,000¥50,000 （
税
込
）

高さ 486mm
幅 430mm
奥行 160mm
 （脚部228mm）
質量 8.9kg
ガス消費量 
　4.07kW（3,500kcal/h）

〈暖房の目安〉〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

RC-N4001NP-WW
［ウッドホワイト］

RC-N4001NP-OR
［オレンジ］

RC-N4001NP-GD
［ゴールド］

RC-N4001NP-WW
［ウッドホワイト］

RC-N4001NP-OR
［オレンジ］

RC-N4001NP-GD
［ゴールド］

【効果1】
ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑える。
【効果2】
浮遊カビ菌を除菌。
【効果3】
衣服に付いたタバコ臭を「ゾーン脱臭」
【効果4】
静電気を低減し花粉などの付着を抑制

「プラズマクラスター」の効果

特価

GFH-4003D-WS
　　　  ［ホワイトシルバー］

GFH-4003D-T1
　　　　　　　［ブラウン］

GFH-4003D-D1
　　　　　　　［オレンジ］

高さ 445mm
幅 480mm
 （脚部483mm）
奥行 163mm
 （脚部185mm）
質量 8.1kg
ガス消費量
　4.07kW～0.76kW

〈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¥80,244（税込）

¥48,100¥48,100 （
税
込
）

ホワイトシルバー
ブラウン

オレンジ

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

「ナノイー」デバイスの検証結果です
■ 花粉やダニなどのアレル物質を抑制
■ 空気中のカビ菌を抑制
■ 菌＊を抑制 ＊23㎥の密閉空間での試験による8時間後の効果であり、

  使用空間での効果ではありません。

1台2役
プラズマクラスターイオン機能付
ガスファンヒーター

スイッチONから、
わずか5秒で、ぽかぽか暖房。

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

ウッドホワイト オレンジ
ゴールド

特価

カイテキ セーフティ

スピーディカンタン

暖房セール開催中！！

12月･1月料理教室のご案内

ガスと暮らしの安心運動

出前授業･職場体験

「環境出前教育」を実施　 拝島第二小学校

「環境出前教育」を実施　

中学校２年生の職場体験にも、市内の多くの中学校から参加していただ
いており、ガス事業の仕事を通じて、働くことの大切さや意義を考え、将来の
仕事を考える機会として実施しています。また、この職場体験を通じてガス
エネルギーの特徴や環境性についての学習の場にもなっています。

今年も、瑞雲中学校（２月）、清泉中学校（６月）に続いて、昭和中学校の職
場体験が去る９月１５日（火）から３日間にわたって行われ、５名の生徒が参加しました。

職場体験では、天然ガスの説明の後、ガスの安全・保安対策やガス工事の説明及び現場見学、天然ガス自動車等
の充填業務など、多くの業務に戸惑いつつも興味深く体験していただきました。

中学校２年生の職場体験も 昭和中学校

AKISHIMA

昭 島 ガ ス

暖房 開催中！開催中！

拝島第二小学校での総合的な学習の時間における「環境出前授業」
は、今年で３回目となり、６年生（７５名）を対象に去る９月１４日（月）に

実施しました。
出前授業では、「天然ガス

とは？」「どこで生産されてど
のように運ばれてくるの？」「家庭ではどんなところに使われているの？」「どうし
て環境に良いの？」「ガス管のしくみや安全のために」などの課題に５つの展示
コーナーを設けて説明し、児童の皆さんに体験していただきました。

12月31日
まで

昭島ガスは、地域の皆さまに信頼される
ガス会社をめざして日常の業務を進めてお
り、さまざまな地域活動に取組んでいます。
こうした地域活動の一つとして、小学校
におけるガスエネルギーを通じた環境教
育や中学校の職場体験にも協力させてい
ただいています。



AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

締め切り：11月6日（金）  締め切り：12月4日（金）締め切り：11月6日（金）
12月12日（土） 1月16日（土）

12月16日（水）、 17日（木）
  18日（金）、 19日（土）

1月 23日（土）、 25日（月）
 26日（火）、27日（水）

● フライパンでパエリア
● エスカリバ－ダ
● ソパ･デ･アホ
●クレマ･カタラーナ

● ボルシチ
● ピロシキ
● ジャガイモとリンゴの
　　　　　　ロシア風サラダ

● 白いお山のＸ’masケーキ
 ＋コンロ紹介メニュー

（コンロで便利におせち料理）
 

● 餃子まん
● 中華まんドック
　　　　　（お持ち帰り付き）
　＋コンロ紹介メニュー

（コンロで便利に中華料理）

～人気のクリスマスケーキ～～スペイン料理でクリスマス～ ～ロシア料理でおもてなし～ ～冬のあったか中華まん～

■作り方（専用炊飯鍋を使用）

きのこのパンキッシュ
パイ生地の代わりに食パンを使った
お手軽なキッシュです
■材料（4人分）
食パン（8枚切り）………6枚
しめじ ………1/2袋（50g）
マッシュルーム ……… 3個
椎茸 ………………… 2個
ベーコン……………… 2枚
玉ねぎ……………… 1/4個
卵 …………………… 3個
牛乳 ………………150㎖
塩 …………… 小さじ1/3
コショウ ……………… 少々

①食パンはミミを切り落とし、麺棒などでのばす。
②ダッチオーブンにオーブンシートを敷き、①をカップ形にな

るように沿わせる。
③きのこ類は石づきを取り、しめじはほぐし、マッシュルームと

椎茸は薄切りに、ベーコンは1cm幅に切り、玉ネギは薄切
りにする。

④ボウルに卵と牛乳を合わせ、③を加えて塩、コショウで味を
調え、②に流し入れる。

⑤ケーキ／パンモード〔弱め〕を選択し、タイマーを15分に設
定して点火する。そのままグリルの中で15分予熱する。食
べやすい大きさに切る。

募集人員 ２dayコース ： ８名
 １dayコース ： 各回８名
 

時　　間 午前１０時～午後１時

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

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。※応募者ご本人が参加してください。
 ※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　清水　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。
 ※当日に不参加となった場合は、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ありますので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！！

2dayコース2dayコース 1dayコース1dayコース

うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ

昭島産業まつり開催昭島産業まつり開催
昭島ガスも出店し、最新ガス器具を展示、販売いたします。

11月14日（土）･15日（日）　昭島市民会館･公民館

「ガスと暮らしの安心」運動
平成27年9月1日
　　　 ～11月30日

◎主催：一般社団法人日本ガス協会/一般社団法人日本コミュニティーガス協会
◎後援：経済産業省
◎協賛：一般社団法人日本ガス石油機器工業会/ガス警報機工業会

ガス機器の使用中は、
必ず換気（給気と排気）！

敷地内の古い埋設ガス管は、
早めに交換！

24時間安心を見守る、
警報器の設置を！

ガス機器とガス栓は、
正しく接続！

古くなったガス機器は、
安全型に！

お客さまの資産

ガス事業者の資産
（ガスメータも含む）

そろそろ
交換しなきゃ…

ガスファンヒーターの場合

ガスコード（都市ガス用・LPガス用）スリムプラグ コンセントガス栓

［不完全燃焼防止装置
付き小型湯沸器］
不完全燃焼する前に
自動的に運転を停止

［不完全燃焼防止装置
付き小型湯沸器］
不完全燃焼する前に
自動的に運転を停止

ガスが燃えるには、新鮮な空気が必要です。換気が
不十分だと、有害な一酸化炭素が発生して中毒にな
るおそれがあります。
室内でガス機器を使うときは、換気扇を回す、窓を
あけるなどして、必ず換気をしましょう。
※浴室内に設置した煙突式風呂がまの使用中は、室内の換気扇を使用しな
いでください。

敷地内のガス管は、お客さまのものです。埋設され
た亜鉛メッキ鋼管（白ガス管）は古くなって腐食が
進むとガスもれのおそれがあります。早めに交換し
ましょう。

ガスもれや一酸化炭素が万が一、発生したら、ラン
プと警報音で教えてくれます。火災を教えてくれる
タイプもあります。
交換期限は5年間なので、期限がすぎる前に交換し
ましょう。
※警報器によって検知機能の種類が異なります。また、ご使用いただいて
いるガスの種類により設置場所が異なります。

ガス機器とガス栓は、種類によって接続具が違いま
す。正しく接続しないとガスもれの原因になります。
取扱説明書をよく読んで、接続する口の形や大きさ
に合わせた正しい接続をしてください。
季節によって出し入れするガスファンヒーターは特
に注意が必要です。

ガス機器は古くなると、部品が劣化して火災や事故
をおこすおそれがあります。
安全装置のついたガス機器へ早めにとりかえましょ
う。

［SIセンサーコンロ］
センサーで天ぷら油の加熱など
を防止

接続する際は、「カチッ」と音がするまで確実に取り付けを。
無理な接続や、ゴム管等の接続形状に合わない接続具はガ
スもれ、火災などの原因となり大変危険です。

地震が起きたら！

停電になったら！

あせらず、まず身の安全を確保しましょう。震度5相当以上の地震の場合
は、ガスメーター（マイコンメーター）が自動的にガスを遮断します。揺れ
がおさまってから、使用中のガス機器を止めて、ガス栓も閉めてください。

停電中は換気扇が動かず、夜間であればガス機器がよく見えません。や
むを得ずガス機器を使用する場合は、窓を開けるなど必ず換気をすると
ともに、十分ご注意ください。
※コンセント接続などにより電気を使用するガス機器は、停電時にご利用
いただけません。
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