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2022年
4月～6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＞3/1(火)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

講座１

＜講師名＞

＜講師名＞ ＜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＞

＜講座日＞

2,500円(税込)

＜受講料＞ 2,500円(税込)
2,500円(税込)

＜受講料＞

① 4/23( 土 )

② 4/26( 火 )

時間：10:00～13:00
定員：6名
時間：10:00～13:00
定員：6名

① 6/  4( 土 )
② 6/25( 土 )

申込み締切日
4/7( 木 )

申込み締切日
5/19( 木 )

申込み締切日
4/11( 月 )

申込み締切日
6/9( 木 )

＜講座日＞
時間：10:00～13:00
定員：6名
時間：10:00～13:00
定員：6名

① 5/18( 水 )
② 5/21( 土 )

申込み締切日
5/5( 木 )

申込み締切日
5/8( 日 )

青パパイアってなんだろう？
そんな疑問を美味しく楽しく解消できるお時間です！

青パパイアミネストローネ、青パパイアバインミー、
青パパイアの揚げ春巻き、青パパイアのガレットア
イスのせ など

＜メニュー＞
大豆ライスバーガーと
大豆粉で作る美腸きのこポタージュ

＜メニュー＞
アイシングクッキーデザイン、
カップケーキ

パパイア王子　野菜ソムリエ

岩本　脩成 先生

サンシャインファーム

畑中　美智子 先生
JSA認定アイシングクッキー講師

岩本　絵美 先生
山下　美幸 先生

美腸発酵フードアドバイザー®の会

青パパイアがいろんなお料理に変身！

雨の日も楽しくなるお菓子を作ろうだいずで美腸！ ヘルシー料理
みやだいず®

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。

MJ21028

講座3講座2

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

写真はイメージです写真はイメージです

※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。

※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。

都城市吉尾町2145番地1会  場
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。

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

・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。

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

申込み方法クッキング 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。

電話をする際は事前に確認をお願いします。
　・ご契約者、お申込者のお名前
　・ガスのご使用を開始や停止される場合のご住所
　・ご使用開始や停止の希望日
　・ご訪問の希望時間帯
　※混みあっているときはご希望に添えない場合や、
　　時間に幅を持たせていただく場合があります
　・お電話番号（確実に連絡のとれる電話、携帯電話）
　・お引越し先（転居先）のご住所、お電話番号

警報器の設置情報を管理し、
有効期限切れ・交換期限が
近づくとお取替えのご案内を
いたします。

宮崎ガスグループが責任を
持って設置させていただきます。
高所作業などの心配もありません。

万一のときは、無償点検・無償取替
いたします。

主に台所に設置する都市ガス用の警報器です。
ガス漏れ警報に加え火災警報機能や不完全燃焼警報機能のある複合型等、
用途に合わせラインナップしております。

※リースのみの取り扱いとなっております。現金購入価格

ガス・CO警報器　　都市ガス用 ガス警報器　　LPガス用

☎0986-38-4235

引越しシーズン到来！
ガスの閉開栓について

宮崎ガスHP
（お引越しの時は）

ガスの閉開栓・警報器取付の連絡先
㈲宮崎ガスサービスショップ都城
ガス警報器
リースのご案内

宮崎ガスグループでは安心・便利なリース制度をご用意しております。
お求めやすい価格で信頼の機器をご提供。
ご契約後は、毎月のガス料金と一緒にお支払いいただきます。

宮崎ガスHP
（警報器）

160 円 / 台 (税込)
月額リース料金

税抜価格　146円/台

都市ガス警報器　　＜リース期間・有効期限は５年間＞

ガス漏れ

249 円 / 台 (税込)

12,650 円 / 台 (税込)

月額リース料金

税抜価格　227円/台

税抜価格　11,500円/台

ガス漏れ 不完全燃焼



毎日使っているガスコンロ。
ガスコンロを使って効率よく
エネルギーを使い、小さなことから
コツコツ節約しましょう。

花粉症がツライあなたに使ってほしい！

ガス衣類乾燥機
実は洗濯日和な

日ほど

花粉も多く飛ん
でいるんです！

洗濯物に付着した花粉が家に充満…なんてことに

でも、ガス衣類乾燥機なら
そんな心配いりません！
その１ その２

その３

花粉はもちろん
大気汚染が気になる
日だって安心！

天日干しと同レベルの
除菌効果で清潔乾燥！

ガスならではのパワー＆スピード！
５㎏の洗濯物も約52分で乾燥！

乾燥時間の比較

乾太くん
電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

電気ヒーター式
全自動洗濯乾燥機

８㎏5㎏ 5㎏で約52分、8㎏でも約80分

5㎏で約162分

5㎏で約281分

Instagram
@miyazakigas

新築アパートでの
採用事例

新築戸建てでの
採用事例

お施主様こだわりの
ランドリールーム

乾太くんについては、
こんな情報も発信しています

ハウスメーカーさんを通じて、お施主様のご要望に合わせた設置の仕方を打合わせさせていただいています。

使用感なども
紹介しています！

ガスの情報館にあ
る

乾太くんの紹介

屋外設置での
採用事例

１週間無料モニターの様子

既築住宅での
採用事例

キャンペーン開催時には、HPや Facebook、
Instagram で告知します！フォローお待ちしてます！

新築やリ
フォーム

時は、

乾太くん
導入のチ

ャンス !
!

入居率U
Pにもな

るそうで
すよ !

ガスのある
くらし

ガスでできること

効率よくガスを使うには

ガスコンロで炊飯すれば、その分節電。
「炊飯ボタン」を押すだけで、火加減から消
火まで自動で行います。ガスの炎が鍋全体
を包み込んで、米の一粒一粒にしっかり熱
が伝わります。

電気ポットは「保温」で、電気ケトルは「沸
かし直し」で電気代がかかります。ガスコ
ンロの「湯沸かし機能」を使えば、沸騰後に
自動で保温と消火、さらに、5分間の保温後
の自動消火も可能です。

グリル庫内の後方に搭載した専用バー
ナーで、料理中の煙やニオイのもとを焼き
切るので、トーストもふっくらおいしい！
トーストをグリルに切り替えると月に約
0.7％の節電効果も期待できます。

自動炊飯機能 自動湯沸かし機能 直火と対流熱で焼く
コンロでごはんを炊く コンロでお湯を沸かす コンロでトーストを焼く

参照：㈱ガスエネルギー新聞『ガスコンロで解決するくらし相談室』

鍋にフタをして
お湯を沸かすと
効率が良い

給湯器の
お湯から
沸かすと
更に効率
アップ！

鍋ややかんは底が
平らで大きい方が
炎が広くあたる

鍋底は水気を拭き取り
炎がはみ出さないよう
にすると省エネ！

すぐに高温になり
余熱も長い圧力鍋は
時短で調理可能

最新コンロは
　様々な調理機能があります♪
温度調節機能 オートグリル

｢切身｣｢姿焼｣｢干
物｣など種類を設
定するとグリルが
自動で火加減を調
整しておいしく焼
き上げます。

油の温度が設定温度になると自動
で火力を調整。適温をキープするの
でカラッとおいしく仕上がります。
揚げ物だけでなく、フライパンでの
調理に活用するとホットプレート
感覚で調理できます。

天ぷらやフライなど直火でサクッとおいしく自
動であたためます。

あたためモード
グリル節電

「グリル専用容器」を使えるコンロなら「煮る、
蒸す、パン」などが可能で幅広いレシピに対
応。庫内の汚れもほとんどなく掃除も簡単！

グリルをさらに活用！

ガスコンロをフル活用！

同時調理で家事の
（３口＋グリル）

時短になります♪

色々
使って
時短・ラ

ク家事！

※リンナイカタログより引用


