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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、平成28年
1月に発行いたします。

第51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 2016年1月8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。
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305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50号）の解答 2A 5B 8C
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暖房セール開催中！！

2月･3月料理教室のご案内

ガス機器の正しい接続方法

親子クッキングコンテスト結
果発表

AKISHIMA

昭 島 ガ ス

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-WW
［ウッドホワイト］

RC-N4001NP-OR
［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

ウッドホワイト オレンジ

特価
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

無償簡易点検実施中！！
無償簡易点検実施中！！無償簡易点検実施中！！無償簡易点検実施中！！無償簡易点検実施中！！
ご使用されている暖房器の

お気軽にお問い合わせ下さい。

第９回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト東京大会が１１月８日（日）にＳｔｕｄｉо＋Ｇ　ＧＩＮＺＡで開催
されました。今回の東京大会では、２５００組（昭島市からは127組）を超える応募の中から厳選なる書類審査
を通過された１２組の親子が選ばれ、料理の腕前を競い合いました。

今年も昭島ガスの代表として昭島市在住の安田様親子（作品名『じーじとばーばに食べてもらいたい！！私が
作るごはん』）が出場し、昨年３位の見事な腕前と
親子のチームワークで味よし、見た目よしの素晴
らしい料理を作り上げ優勝を目指しました。その
結果、出場者のレベルが毎年上がっている中、見
事優勝の快挙を成し遂げられました。

今回ご応募いただいた皆さま、ありがとうござ
いました。来年もたくさんのご応募をお待ちして
おります。

12月末まで

オープン価格

¥21,600
（
税
込
）

¥21,600

GFH-4003S
［スノーホワイト］

都市ガス１３A

高さ 440mm
幅 478mm
奥行 163mm
 （脚部185mm）
質量 7.5kg
ガス消費量
　4.07kW～0.76kW

特価

プロパンガス

各種･各器具台数に限りがございます。

特価

SRC-363E
［パステルローズ］

高さ 440mm
幅 440mm
奥行 150mm
 （脚部207mm）
質量 6.7kg
ガス消費量
　4.07kW（3,500kcal/h）

都市ガス１３A
プロパンガス

オープン価格

¥21,600
（
税
込
）

¥21,600

New

RC-M4002E-GD［ゴールド ］

RC-M4002E-WH［ホワイト］

RC-M4002E-RD［カシスレッド］

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

高さ 440mm
幅 440mm
奥行 150mm（脚部207mm）
質量 7.7kg
ガス消費量
　4.07kW（3,500kcal/h） 特価

ゴールド

ホワイト カシスレッド

メーカー希望小売価格¥53,676（税込）

¥32,200¥32,200
（
税
込
）

開催中！ご好評に
つき

残りあと
わずか！！

残りあと
わずか！！

〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

昭島市つつじが丘に
お住まいの安田様親子

『じーじとばーばに食べてもらいたい！！
　　　　　　　　　　　　私が作るごはん』

東京大会東京大会
優勝！！



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：1月8日（金）  締め切り：2月5日（金）締め切り：1月8日（金）
2月13日（土） 3月12日（土）

2月5日（金）、 6日（土）
 8日（月）、 9日（火）

3月 16日（水）、 17日（木）
 18日（金）、19日（土）

●おこげの海鮮あんかけ
● 鶏肉と色々野菜の旨煮
● なめこのスープ
●中華風エッグタルト

● 桜おこわ
● 鯛の桜花焼き
● 菜の花とハマグリの辛子和え
●桜の香りのブラマンジェ

● チョコレートモンブラン
 　（お持ち帰り付き）
+コンロ紹介メニュー
　　バレンタインプレート
 

● イチゴのクッキーリングシュー
　　 （お持ち帰り付き）　
　＋コンロ紹介メニュー
         春のパスタプレート

～今年のハッピーバレンタイン～～あったか中華料理～ ～桜で春のおもてなし～ ～季節のスイーツ～

■作り方

ベリーとヨーグルトの簡単ケーキ
ヨーグルトからコクがでて、
生地がしっとりもちもちに仕上がります。
■材料（ダッチオーブン1台分）
ブルーベリー ･･･････････50ｇ
ラズベリー ･････････････50ｇ
ストロベリー････････････60g
ホットケーキミックス･･･ 300ｇ
ヨーグルト ･･･････････ 100ｇ
砂糖 ･･････････････････60g
卵 ････････････････････ 2個

①ボウルにすべての材料を混ぜ合わせる。

②ダッチオーブンにオーブンシートを敷き、①を流し入れ、
蓋をしてグリルに入れる。

③ケーキ/パンモード〔標準〕を選択し、タイマーを30分に
設定してグリルを点火する。消火後、そのままグリルの
中で30分予熱する。

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

昭島ガスからのお願い

無理な接続は、ガス漏れ、火災などの原因になります。ガス機器、接続具の取扱説明書をよく読み、形状にあったものを正しく接続しましょう。

ガス機器は正しい接続方法を確認して安全にお使いください


