
昭島ガスは、休日や夜間を問わずに２４時間の保安体制を確立し、火災発生時やガス漏えいの場合には、消防署等との連携のもとに
緊急車で直ちに出動しています。ご家庭や事業所等で、ガス臭い等の異常があった時は、休日や夜間でも当社までご連絡ください。

昭島ガスは、ISO14001の認証を
取得し、環境に配慮した事業活動
の推進に努めています。

■発行・編集／2018年4月

１8-4-３０8００

TEL.042-546-8811  FAX.042-546-1174
URL.http://www.akishimagas.co.jp

〒196-0035 昭島市もくせいの杜一丁目１番１号　

AKISHIMA 昭 島 ガ ス 昭島ガス携帯サイト

※次号は、平成30年
　6月に発行いたします。

※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。

～もくせいの杜から～

AKISHIMA

昭 島 ガ ス 昭島ガス通信昭島ガス通信

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 商品券（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 〒196-0035 昭島市もくせいの杜一丁目１番１号　
 昭島ガス「すうどく」係
■締  切  り 2018年5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。
　当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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第13号

461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12号）の解答 2A 6B 1C

☆ガスの安全対策について
☆リコール情報「浴室暖房乾燥機」の点検・部品交換
☆お引越しに伴うガスのお手続きについて
☆料理教室のご案内
☆ご家庭の安全・安心対策 （進化した安全機能で守る安心生活）
☆すうどく

すうどく
東日本大震災（2011.03.11）から7年が過ぎ、熊本地震（2016.04.14）からも2年が経とうとしています。昭島ガスで

は当時のことを忘れず、日々設備改善に取り組み耐震性の高い供給設備を目指すとともに、ご家庭の安全対策にも力を
入れています。

低 圧 の ガ ス 管に
は、耐震性に優れ
たポリエチレン管
を使用しています。

ガスの安全対策について

ポリエチレン管
緊急時にガスを遠
隔遮断するための
設備。中圧導管・低
圧 導 管 の 供 給 圧
力・流量情報を昭
島ガス(本社)へ無
線で送信します。

遠隔操作緊急遮断弁
昭島市内の2か所に
地震計を設置。大
きな揺れを感知し
たとき、自動的に昭
島ガス(本社)へＳＩ
値を送信します。

ＳＩ計（地震計）

地震等の災害対策として、耐震性の高いガス管に取り替え、耐震化率の向上を
目指してきた結果、耐震化率は94.8%となっています。また、地震等の緊急措置
や供給圧力の異常に即応できるよう社内に設置した大型マルチスクリーンによ
り、常時ガス導管の情報を監視しています。
さらに、大規模な災害発生によりガスの供給を停止した場合などには、日本ガ
ス協会を通じ、全国200余社の都市ガス事業者による復旧応援体制や、ガス管が
損傷した場合の早期復旧を図るため、大地震等の発生時におけるガス復旧工事
についても、昭島市との協力体制を取って迅速に対応することになっています。

地震発生時等の災害対策

→ ご家庭の安全・安心対策は裏面へ

設備対策 緊急対策 復旧対策
地震に備えた事前の対策として、地震に
強いガス管を積極的に導入し、取替えを
促進することで地震による被害の軽減に
努めています。

地震発生時の対策として、地震の規模に
応じてガスの供給を停止し、二次災害の
防止に努めます。

地震発生後の対策として、大規模な災害
発生時には、全国のガス事業者が相互に
支援する体制を敷き、業界を上げてガス
供給の早期再開に努めます。

地震対策の3本の柱

マイコンメーター

都市ガス用 プロパン用

マイコンメーターは地震時（震
度5相当以上）、長時間使用、
ガスの圧力低下等異常時に自動
的にガスを遮断します。

ワンタッチ接続で接続ミスを防
止。ガスコードとの組み合わせ
で安全性を向上させています。

ゴム管が外れるとガス栓の
ヒューズが自動的にガスをス
トップさせます。

調理油過熱防止装置と消し忘れ消化
機能で、揚げ物・天ぷら調理に関する
ガスコンロ火災を防ぎます。

万一のガス漏れをランプと警報音で
お知らせします。不完全燃焼検知機能
付きや火災警報機能付きもあります。

コンセントガス栓 ペアヒューズガス栓 温度センター付コンロ ガス漏れ警報器

温度センター

ご家庭の安全・安心対策 （進化した安全機能で守る安心生活）
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韓国風鶏の唐揚げ
コチュジャンでピリ辛に！
いつもの唐揚げが、ひと味違う味で楽しめます。

■作り方
①鶏モモ肉は大きめの一口大に切り、Aに10

分ほど漬け込んでおく。
②①に片栗粉をまぶす。
③鍋をコンロにのせ、揚げ油を入れ、揚げも

の温度調節スイッチを押して180℃に設定
する。

④②を3分ほど揚げる。

鶏モモ肉･･････････400g

ゴマ油 ･････ 大さじ1/2

酒 ･･･････････ 小さじ1

醤油 ･････････ 大さじ1

おろしニンニク ･････4g

おろし生姜 ･････････5g

コチュジャン･･･ 大さじ1

片栗粉 ･････････ 大さじ6

揚げ油･････････････ 適量

■材料 4人分

うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ

A

AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内リコール情報「浴室暖房乾燥機」の点検・部品交換　リンナイ㈱

ガスの使用開始には、ガス管・ガス器具の検査及び使用上の注意
事項等の説明を行いますので、お客さまのお立会いが必要になり
ます。前日までにお申込みください。

お引越しに伴うガスのお手続きについて
ガスの開栓（使用開始）のお手続き

ガスの使用停止日にお伺いしガスメーターを閉止します。当日までのガス料金をそ
の場でご精算される方やオートロックのマンション等の場合は、お客さまのお立会い
が必要になります。前日までにお申込みください。

ガスの閉栓（使用停止）のお手続き

連絡先　営業部サービス課　TEL 042-546-8811

参加費：2000円
締め切り：5月2日（水）

参加費：1500円
締め切り：6月8日（金）

●ふわふわシュガーバター
●グラタンパン
　（お持ち帰り付）
●タコとグレープフルーツのサラダ
●新タマネギの卵のスープ

～梅雨を楽しむ手作りパン～ ～夏に活躍するスパイス料理～

1dayコース1dayコース

参加費：1500円
締め切り：5月2日（水）

●チキンサグ(ほうれん草のカレー)            
●全粒粉ナン＆ターメリックライス
●夏野菜のスパイス炒め
●スパイシースコーン　              

参加費：2000円
締め切り：6月8日（金）

●女性に大人気♪
　ほろにがキャラメルバナナマフィン
　(マフィンのお持ち帰りあり)
●コクうまダシが利いてる冷や汁そうめん

●サーモンの冷製パスタ
●ズッキーニとトマトのグリル
      
●オレンジとスパークリング
    

～夏のお菓子～
サマータイムアフタヌーン

～夏のイタリアン～

昭島ガスをご利用以外の
お客さまもご応募できます！！

募集人員 各回８名
 

時　　間 午前１０時～午後１時

参  加  費 1dayコース ： 
  1,５００円・2,000円
　　　　　　（当日現金払い）
 ※コースごとの参加費になります。

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 〒１９６-００３5 昭島市もくせいの杜一丁目1番1号　昭島ガス「料理教室」係
 ※各締切り日 当日消印有効　

問合せ先 サービス課　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日以内に当選通知はがきを発送
 　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。

機器が発火し、焼損に至るおそれ　浴室暖房乾燥機（該当製品の見分け方は下記を参照）

■該当製品の見分け方

日頃は弊社製品をご愛用くださいまして、誠にありがとうございます。
さて、弊社が2001年8月から2005年3月までに製造しました「浴室暖房乾燥機」の一部機種について、機器設計上の
配慮不足により、温風等を浴室内に循環させるファンモーターの内部に水等が侵入し、循環ファンモーター内部の制御
基板部分で短絡が起き、ごくまれに発火し機器の焼損に至るおそれがあることが判明しました。
このため、弊社では該当製品の点検・部品交換を無償で実施させていただくこととしました。
誠に恐縮でございますが、ご使用いただいております機器をご確認のうえ、該当製品の場合には、左記の連絡先ま

でご連絡くださいますようお願いいたします。
弊社による部品交換作業が完了するまでの期間、乾燥運転・涼風運転・暖房運転のご使用を控えていただきますよ

うご協力をお願い申し上げます。なお、換気運転・常時換気運転はご使用いただけます。
お客さまには大変ご心配、ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます。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。

2018年3月1日　リンナイ株式会社

天井内にある機器本体については、型式確認が困難なため、機器に対応するリモコンに表示している
「ブランドマーク」「リモコン品番」にてご確認をお願いします。

■連絡先
浴室暖房乾燥機点検受付センター

0120-113-531
■受付時間

■ホームページによるお知らせ

（専用フリーダイヤル）

9時から17時（土日・祝日を除く）

■お客さまからご提供いただきました氏名・住所・電話番号の個人情報は、該当製品の点検・部品交換等の目的以外には
　使用いたしません。

リンナイ株式会社
http://www.rinnai.co.jp/

(スコーンのお持ち帰りあり)

　～カプレーゼ風 ～

　ワインのゼリー(お1人3コお持ち帰り)
第1回 6月4日（月）
第2回 6月5日（火）
第3回 6月6日（水）

開催日
第1回 7月25日（水）
第2回 7月26日（木）
第3回 7月27日（金）

開催日第1回 6月28日（木）
第2回 6月29日（金）

開催日 第1回 7月9日（月）
第2回 7月10日（火）

開催日


