
日頃は、宮崎ガスクッキング講座をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、新型コロナウイルスの流行が懸念されていることから、

当クッキング講座といたしましても当面の間、以下の通り対応させていただきます。
皆さまにはご不便をお掛けすることと存じますが、

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

宮崎ガスホームページ または
お電話 （0986-38-7500）

インターネット：24時間
電話：平日 9：00～17：00

申込受付

クッキング 講 座 注 意 事 項
•お申し込みの受付時間について、インターネットは24時間、電話は平
日午前9時～午後5時までとなります。尚、申込締切は、締切日の午後
5時受付までです。
•応募数が一定数に満たない場合は開講しない場合がございますの
でご了承ください。
•インターネットからお申込みされる方は、当クッキング講座のメール
が受信できるようドメイン名「miyazakigas.co.jp」の登録設定をお
願いします。
•すべての講座において抽選となります。当選された方に受講のご案
内のハガキを郵送にてお送りします。落選された場合も結果を通知
いたします。
•キャンセルされる場合は、講座日の7日前までにご連絡ください。受
付時間については、インターネットは24時間、電話は平日午前9時～

午後5時までとなります。それを過ぎますとキャンセル料1,000円が
発生いたしますのでご了承ください。
•受講料は講座当日に一括でお支払ください。お支払いただいた受講
料は原則として返金いたしません。
•特に指定のない場合、各講座の対象年齢は16歳以上です。15歳以下
の受講については別途お問い合わせください。
  ※親子での参加の場合の受講料は、保護者1名・お子様1名のペアの
　金額です。
•講座内容・メニューは変更になる場合がございます。
•参加者以外の同伴及び見学はご遠慮ください。
•食物アレルギーに関しては、個別の対応を行なっておりません。
•今回お申込みいただいたお客様の個人情報をガス機器・サービス情
報のお知らせなどに利用させていただく場合がございます。

申込み方法

※お子様の対象年齢は4～15歳です。

…大人の方1名での参加も可能な講座です。

…親子（保護者1名・お子様1名のペア）での参加も可能な講座です。

クッキング講座における新型コロナウイルス対策について

●マスクの着用
・講師・アシスタント・受付スタッフはマスクを
　着用させていただきます。
  感染拡大防止のため、ご理解をお願い
　いたします。

●検温の実施
・施設の出入り口にて検温を実施いたします。

●消毒液の設置
・施設の出入り口に消毒液を設置しています。
  予防対策としてご使用をお願いいたします。

受講生の皆さまへのお願い
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※新型コロナウイルスの感染状況により、講座が中止になる場合がございます。

・ご受講時には、手洗い・消毒液の使用
・マスク着用のご協力をお願いいたし      
　ます。

・体調に不安のある場合、体調不良時は
  来館、受講をご遠慮ください。

写真はイメージです写真はイメージです 写真はイメージです写真はイメージです 暮らしサポートクラブ暮らしサポートクラブ
ーサービスのご案内ー

440円

お問い合わせ先　宮崎ガス㈱0986-38-7500　宮崎液化ガス㈱0986-38-6200

今年もやります！

あったか暖房
期間
2021年11月1日～2022年2月28日

（2021年10月1日より電話受付開始）

ガスファンヒーターが選ばれるワケ

燃料補給の手間が不要！

起動後約5秒で温風の速暖性！

点火時・消火時のニオイが少ない！

冬場に冷えがちな足元からあたたかい！

他の暖房機器に比べて乾燥しにくい！

軽くてコンパクトだから持ち運びもラク！

安全装置搭載で転倒しても心配なし！

燃料補給の手間が不要！

起動後約5秒で温風の速暖性！

点火時・消火時のニオイが少ない！

冬場に冷えがちな足元からあたたかい！

他の暖房機器に比べて乾燥しにくい！

軽くてコンパクトだから持ち運びもラク！

安全装置搭載で転倒しても心配なし！

現在、お部屋にガス栓がなくても、安心・安全に

※宮崎ガス・宮崎液化ガスではキャンペーン内容が異なります。
　詳しくはお問い合わせください。

①ハウスクリーニング
→おうちのお掃除をプロにお任せ。お得な会員価格で承ります。
　例 )キッチンクリーニング、お風呂クリーニング、
　　　トイレクリーニング

③暮らしサポートクラブ  クラブオフ
→国内外20万ヶ所以上の施設でご利用いただける優待サービス。
　メンバーズカード提示でお得な割引や特典が受けられる店舗も
　多数！

④ガス機器10年保証
→宮崎ガスグループにてガス機器を購入された会員様は通常5年
　保証が10年保証になります。

⑥ガス機器通年割引
→通常のガス機器購入価格（税込）から 5％OFF。
　各種ガス機器販売キャンペーンでも割引が適用されます。

⑤料理教室も割引
→通常料金の半額でご利用できます。

②安心かけつけサポート
●トラブルかけつけサポート
→水廻りのトラブル、窓ガラスのトラブル、玄関鍵のトラブルの
　応急処置まで無料
●お手伝いかけつけサポート
→家具の移動、照明管球交換、高所設置窓の清掃のいずれかを
　年2回まで基本出張費・30分程度の作業が無料
●ひむかお手伝いサポート
→「トラブルかけつけサポート」と「お手伝いサポート」で対象外
　のお困りごとの相談に対応
　（年2回までは基本出張費・30分程度の作業が無料）

くらしとほのおくらしとほのお
2021　　秋号2021　　秋号

2021年
10月～12月

宮崎ガス・宮崎液化ガス

クッキング講座  受講生募集！
＜受付開始＞9/1(水)AM9:00～

暮らしサポートクラブ
会員さま特典
受講料半額
※入会随時受付中

会場 ガスの情報館　都城

グループグループ

ガス栓を増設いたします。

キャンペーン
月額

（税込）

講座１

＜講師名＞

＜メニュー＞

＜受講料＞

時間：10:00～13:00
定員：6名

時間：10:00～13:00
定員：6名

＜講座日＞
2,500円

① 10/23( 土 )

② 10/27( 水 )

申込み締切日
10/7( 木 )

申込み締切日
10/12( 火 )

講座２

初心者の方も大歓迎♪
みんなで楽しくつくりましょう♪

＜講師名＞

＜メニュー＞

＜受講料＞

時間：10:00～13:00
定員：6名

時間：10:00～13:00
定員：6名

＜講座日＞
① 12/15( 水 )

② 12/21( 火 )

申込み締切日
11/30( 火 )

申込み締切日
12/6(月 )

お正月にピッタリな飾り巻き寿司と
お料理を作ってみませんか？

鏡餅の飾り巻き寿司、松風焼き・だて巻き、
海老の鬼がら焼き・栗きんとん

アイシングクッキーデザイン、
チョコチップクッキー

JSA認定アイシングクッキー講師

（税込） 2,500円（税込）

LOVEらぼキッチン

江夏　敬子岩本　絵美 先生 先生

ハロウィンクッキーを
つくろう 飾り巻き寿司～鏡餅～

今回の講座での調理品は
お持ち帰りとさせていただきます。

MJ21010



お部屋全
体が

暖まる

自然な空気の流れが
起きるため、部屋の
温度ムラが少なくなります。

床暖房３つの特長
対 流 伝導熱 ふく射熱

足元を中心に暖め、
天井付近だけが暖かく
なるのを防ぎます。

遠赤外線が、
壁や天井に反射し
室内に広がります。

熱源機 暖房用
温水

アクアファブ（ホワイト・ブラック）

アクアウィズ

アクアスリム

アクアスリム S ウォーターボトル

12L

あんしんサポート料
□2年割プラン　1,430 円 / 月（税込）
　※通常プラン　1,650 円 / 月（税込）

コーヒーマシン搭載
あんしんサポート料
□2年割プラン　2,200 円 / 月（税込）
　※通常プラン　3,300 円 / 月（税込）

あんしんサポート料
□2年割プラン　1,100 円 / 月（税込）
　※通常プラン　1,100 円 / 月（税込）

あんしんサポート料
□2年割プラン　1,100 円 / 月（税込）
　※通常プラン　1,100 円 / 月（税込）

□2年割プラン　1,404 円 / 本
　　　（税込・宅配料込）
　※通常プラン　1,512 円 / 本
　　　（税込・宅配料込）

ご利用料金
お支払例
（月額）

あんしんサポート料  ＋ ボトル注文数
アクアスリムをお使いで、ボトルを 2本注文された場合
1,100 円＋（1,404 円×2本）＝3,908 円（税込）となります。
ボトル注文がない場合は、サポート料の 1,100 円（税込）のみです。

※2年割プラン適用の場合。

さらに 初回特典
はじめて 初月の安心サポート料無料

＋ボトル 2本プレゼント！

詳しくは宮崎液化ガス㈱HP・またはお電話0986-38-6200へ

体に優しく安心な　床暖房　使ってみませんか。
～ガスの床暖房は温水式で理想的な暖房といわれる「頭寒足熱」を実現します～

空気が乾燥して
　風邪をひきやすい

冬場の暖房
　光熱費が高い

床下や
　脱衣所が寒い

ヒートショック
　が心配

エアコンの
　温風が苦手

足元が
　寒くてツライ

暖房器具の
　出し入れが面倒

こんなお悩みの方へ

ガス床暖房の
ココが良い！

● 風を起こさないので、ホコリやチリを舞い上げない！
● 温度が上がり続ける電気式と違い、温水式だから温度が上がりすぎないので、
　 低温やけどの心配ナシ！

これからの時代に温水床暖房が必要な理由

災害時も
安心

災害時も火災の
心配がない

高気密住宅
の普及

換気がしづらい
高気密住宅にも
最適

高齢化
社会の到来

安全で灯油を買いに
行く必要もない

新築・リフォーム　どちらでも対応できます！
※ガスの熱源機が別途必要です。＜一畳あたり＞ 36,300 円 （税込）～

＜お問い合わせ＞宮崎ガスサービスショップ都城　TEL:0986-38-4235
セット

今からできることをはじめてみよう 災害対策
電気もお湯もつくる！ typeS

発電する給湯器！！
エネファーム
停電時に
使える

10年間の
フルサポート

お財布にも
環境にもやさしい

エネファームtypeSは

宮崎ガスのお得な料金プランに加入できます！
ガスをたくさん使っていただいているご家庭は特に必見！

「自家発電＋備える＋お得に暮らす！」
※ガス工事・基礎工事・電気工事は別途

エネファーム typeS で
停電に備えてみませんか？

発電機 熱源機

エネファーム無金利キャンペーン
期間：2021年10月1日～2022年1月31日

詳しくは
10/1以降に
HPをご覧ください

クレジット利用で120回払い(10年)の場合
2回目以降 月々9800円 で

金利手数料は
宮崎ガスが
負 担

エネファームが購入できます！


