
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。

～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 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 〒196-0035 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 1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。
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319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4号）の解答 5A 2B 8C

A2

3
749

8 7

61 98

635

3 645
6
1

8 7
3

1 5

B

C

0.5m、1m、2m、3m、5mの
中からお選びいただけます。
0.5m、1m、2m、3m、5mの
中からお選びいただけます。

当社オススメ♪機種
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〉〈暖房の目安〉

木造

11畳まで
コンクリート造

15畳まで

GFH-4004D-R2［ルージュ］
GFH-4004D-G3［オリーブ］
GFH-4004D-PT［プラチナ］

GFH-4004D-R2［ルージュ］
GFH-4004D-G3［オリーブ］
GFH-4004D-PT［プラチナ］

特価
メーカー希望小売価格¥80,244（税込）

¥48,100¥48,100 （
税
込
）

■発行・編集／2016年12月

１6-12-３０8００

TEL.042-546-8811  FAX.042-546-6196
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28年
　1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。

☆歳末・暖房セール実施中！！
☆ガス器具の正しい接続方法
☆昭島ガス電気をご利用の
　お客さまのご紹介
☆料理教室のご案内
☆少年サッカー大会の結果報告

第5号

暖房暖房暖房暖房暖房暖房暖房セール
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暖房暖房暖房暖房
実
ルルル

メメ♪♪メ
実実実実実実施
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施施施施施施
ルル
施施施施施中 0.5m、1m、2m、3m、5mの0.5m、1m、2m、3m、5mの0.5m、1m、2m、3m、5mの

中からお選びいただけます。中からお選びいただけます。中からお選びいただけます。
中中中中中中！！

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

残りあとわずか！！

ルージュ オリーブ プラチナ

都市ガス１３A
プロパンガス

都市ガス１３A 都市ガス１３A
New New New

GFH-5802S
［スノーホワイト］

高さ 446mm
幅 520mm
奥行 175mm（脚部180mm）
質量 8.7kg
ガス消費量5.81kW～1.05kW

高さ 446mm
幅 520mm
奥行 175mm（脚部180mm）
質量 8.7kg
ガス消費量5.81kW～1.05kW

New

オリーブ

大能力タイプ

〈暖房の目安〉

木造

15畳まで
コンクリート造

21畳まで

都市ガス１３A
プロパンガス

特価

¥55,500¥55,500
メーカー希望小売価格¥92,664（税込）

（
税
込
）

RC-S2402E
［ホワイト］
高さ 379mm
幅 400mm
奥行 130mm（脚部178mm）
質量 6.1kg
ガス消費量　2.44kW

高さ 379mm
幅 400mm
奥行 130mm（脚部178mm）
質量 6.1kg
ガス消費量　2.44kW

GFH-2403S
［スノーホワイト］

高さ 370mm
幅 410mm
奥行 128mm（脚部148mm）
質量 5.5kg
ガス消費量2.44kW～0.52kW

高さ 370mm
幅 410mm
奥行 128mm（脚部148mm）
質量 5.5kg
ガス消費量2.44kW～0.52kW

〈暖房の目安〉

木造

7畳まで
コンクリート造

9畳まで

都市ガス１３A

特価

¥29,400¥29,400
メーカー希望小売価格¥49,140（税込）

（
税
込
）

New

都市ガス１３A

〈暖房の目安〉

木造

7畳まで
コンクリート造

9畳まで

¥29,400¥29,400
メーカー希望小売価格¥49,140（税込）

（
税
込
）

特価

大空サッカークラブ ホワイトが優勝 昭島ガス杯 
昭島市少年サッカー大会

2016歳末セール
実施中！！

昭島市少年サッカー5年生大会（兼昭島ガスカップ争
奪戦）は、去る10月22日（土）から11月3日（祝）まで、く
じら運動公園少年サッカー場で開催されました。

大会は、昭島市内から12チーム（8人制　20分ハー
フ）が参加し、A・Bの2ブロックに6チームが分かれて予
選リーグが行われました。

昭島ガスでは、少年・少女のサッカーの普及と子供たち
の健やかな成長を願って、この大会を毎年後援しており、
今年で15回目となりました。選手たちは日頃の練習の成
果を大いに発揮し、大人顔負けの好プレーによる熱戦が
展開されました。

決勝戦は、Aブロックで5勝0敗（勝点15）の前年優勝
「FC多摩川ジュニア」と、Bブロックで4勝1分（勝点13）
の「大空サッカークラブ　ホワイト」の対戦となり、前半に
先制された大空サッカークラブホワイト（写真）が後半に逆転し、2対1で勝利し、12年ぶりに昭島ガスカップを手に
しました。

また、3位決定戦はFCゴロアーズとFC Powerman,83の対戦となり、FCゴロアーズが2対1で勝利しました。

優　勝　大空サッカークラブ ホワイト
準優勝　FC 多摩川ジュニア
３　 位　FC ゴロアーズ
敢闘賞　FC Powerman,83

最優秀選手賞　青木 奏多君
（大空サッカークラブ ホワイト）
優秀選手賞　　鶴崎 修斗君

（FC 多摩川ジュニア）

12月末まで

ご好評に
つき、

お気軽にご連絡ください

～給湯器・ビルトインコンロ・テーブルコンロ などなど～ 12月末まで
ガス器具
最大 40％

OFF



手羽先のカレー塩焼き
カレー風味でひと味違う手羽先に。
皮目は強火でパリッと仕上げるのがポイントです。

うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ
■作り方
①鶏手羽先は太い方の骨の間に切
　り込みを入れ、余分な水気を
　拭き取る。
②①に合わせたAを塗る。
③②をグリルに入れ、両面焼グリル
　を点火し、[上火強、下火弱]で
　9分焼く。
④器に盛り、小房に分けて茹でた
　ブロッコリーを添える。

鶏手羽先 ････････ 8本（500g）
カレー粉 ････････ 小さじ1/2
塩 ･････････････････小さじ1
オリーブ油････････････50㎖

ブロッコリー････････････1/2株

A

■材料 4人分　中華そば「まるひろ」さんは、コンブとカツオでだしを取った魚介系しょうゆの
スープで、シンプルだけど優しいコクがあり、カツオの風味があとに残る昔なが
らの中華そばが人気。味がよく染み込んだチャーシューはとろとろでクセになり
そうです。
　店内も懐かしさを感じさせる雰囲気で、JAZZを聞きながら食べられるのも魅
力。昭島ガスでんきをご利用いただき、ありがとうございます。

中華そば まるひろ

〈まるひろ様のご契約内容〉
ずっとも電気１　40A（従量電灯Ｂに相当）

ずっとも電気３ 　6kW（低圧電力に相当） 年間▲約25,380円
年間  ▲約7,692円

昭島ガス電気をご利用のお客さまのご紹介

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

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。

AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

参加費：2000円
締め切り：1月6日（金）

1月28日（土）、30日（月）
2月9日（木）、10日（金）

● ダークチェリーのビター
　チョコレートケーキ
● バレンタインカフェプレート

～季節のお菓子教室～

料理教室募集要項

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　

1dayコース1dayコース

場　　所 
AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

時　　間 
午前１０時～午後１時

募集人員 
 ・各回８名

・親子特別教室：4組8名応募方法 
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。

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。

参加費：1500円
締め切り：2月3日（金）

2月27日（月）、28日（火）

● ひなまつりちぎりパン
　（1人1台持ち帰り）
●ひなまつりプレート

～ワイワイ楽しいひなまつり♪～

参加費：2000円
締め切り：2月3日（金）

3月2日（木）、3日（金）、6日（月）

● 桜風味のスクエアチーズケーキ
　（15cmスクエア型1台お持ち帰り）
● カラフル野菜のボリューム
　サンドウィッチ

～桜薫る贈り物に…春のお菓子～

参加費：1500円
締め切り：3月3日（金）

3月28日（火）、29日（水）

● 菜の花とエビのレモンクリームパスタ
●春キャベツと絹さやのサラダ
●米粉のチーズスフレケーキ
　（持ち帰り付）

～春のプチ菓子と春菜料理教室～

参加費：2000円
締め切り：1月6日（金）

2月4日（土）、3月4日（土）

● 楽しくデコレーション♪
　ウーピーパイ（マシュマロサンド）
　（お持ち帰りあり）
● ホットサンド

～親子で作るお菓子教室～

昭島市玉川町1-4-13
定休日：木曜日　　　営業時間：11時～19時30分

お問合せ先：営業企画担当　042-546-8811

多くの新電力があったけど、昭島ガスさんなら安心できるかなと申し込みました。
手続きも書類一枚を出すだけで、他に何もいらずに簡単でした。シミュレーショ
ンでのメリットは、年間10,000円ほどお安くなる試算です。

昭島市宮沢町　O様
〈ずっとも電気 30A〉（3人暮らし、ペット2匹、集合住宅）

東中神駅

ふく花

庄や
東中神駅前店

(株)自然館

UR都市機構
東中神団地

昭島ナオミ
保育園

レストラン
ボワーズ

藤和シティホームズ
昭和記念公園

かものはし
動物病院

菊地たばこ店

昭島ガスをご利用以外のお客さまもご応募できます！！

中華そば まるひろ

親子特別教室 小学生
対象

現在市販されている都市
ガス用ゴム管は全て耐久
性にすぐれたガスソフト
コード（白色系）になって
います。


