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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＞6/1(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

講座１

＜講師名＞

＜メニュー＞

～初心者の方向けのパン作り～

チョコロール、ベーコンエピ

ジャパンホームベーキングスクール認定

日髙　理香 先生

楽しくパンを作ろう♬

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。

MJ22003

※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。

※お子様の対象年齢は4～15歳です。
…親子（保護者１名・お子様１名のペア）での参加限定の講座です。

…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。

ガス衣類乾燥機

　　　　　　でカラッと改革

乾太
くん

体験
チケ
ット

1回
分

宮崎
ガス
・宮
崎液
化ガ
ス

ガスの情報館都城 で 「乾太くん」体験実施中！
キャンペーンに伴

い

ガスの情報館都城　都城市吉尾町 2145番地 1
月～土　9：00～ 15：00に来館いただける方
「8kg スタンダードタイプ」または「5kg デラックスタイプ」
5kgで約 50分、8kgで約 80分
1家族様 1回限り、事前予約制（☎0986-38-7500）
当日予約OK、簡単なアンケートへ記入をお願いしています

「情報館で乾太くんの体験をしたい」とお電話ください！

洗濯表示をご覧になり、縮みやすい衣類等の乾燥はご遠慮ください。

乾燥のみのご利用となりますので、洗濯したものをお持ち込みください。

・通常のお洗濯物（服やタオルなど）
・衣替えで片づける予定の衣類
・毛布やタオルケットなどでもOKです！
乾燥機のサイズは5kgか 8kg なので、
量は収まる範囲内でのお持ち込みをお願いします。

㈲宮崎ガスサービスショップ都城　0986-38-4235
宮崎ガス㈱都城支店　0986-38-7500
ガス機器の修理・買替の相談・ガスの閉開栓のご予約などはこちら

宮崎液化ガス㈱都城営業所　0986-38-6200

場　所

体験可能日時

体験機種

乾燥時間目安

特記事項

講座５

＜講師名＞

＜メニュー＞

時間：10:00～13:00　定員：6名

＜講座日＞

＜受講料＞ 2,500円(税込)

9/17( 土 )

青パパイアサラダ、青パパイアケークサレ、
青パパイアペペロンチーノ、青パパイアコンソメスープ

旬の宮崎青パパイアが
いろんな料理に変身 !

申込み締切日 9/1( 木 )

講座３

＜講師名＞

＜メニュー＞

時間：10:00～13:00　定員：6名

＜講座日＞

＜受講料＞ 2,500円(税込)

8/10( 水 )

青パパイアカレー＆スイーツを作ろう!

青パパイアカレー、青パパイアパイ

サンシャインファーム

畑中　美智子 先生
美腸発酵フードアドバイザー®の会

山下　美幸 先生

親子で初の青パパイアクッキング!?

申込み締切日 7/26( 火 )

講座４

＜講師名＞

＜メニュー＞

サンシャインファーム

畑中　美智子 先生
美腸発酵フードアドバイザー®の会

山下　美幸 先生

＜講師名＞

＜メニュー＞

時間：10:00～13:00　定員：6名
＜講座日＞

＜受講料＞ 2,500円(税込)

8/20( 土 )

～夏のフルコースより～

前菜：ミニトマトの甘酒コンポート
スープ：キュウリと甘酒＆豆乳の冷製スープ
主菜：甘酒入りエビチリ

前菜：甘酒の柿なます
スープ：蓮根の甘酒ポタージュスープ
主菜：鶏肉ときのこの甘酒重ね蒸し

甘酒を使ったレシピ

申込み締切日 8/4( 木 )
時間：10:00～13:00　定員：6名
＜講座日＞

＜受講料＞ 2,500円(税込)

9/30( 金 )

申込み締切日 9/15( 木 )

申込み締切日 7/14( 木 )

講座２

＜講師名＞

＜メニュー＞

時間：10:00～13:00　定員：6名
＜講座日＞

＜受講料＞ 2,500円(税込)

①7/30( 土 )

申込み締切日 7/21( 木 )
時間：10:00～13:00　定員：6名

②８/６( 土 )
申込み締切日 7/12( 火 )
時間：10:00～13:00　定員：6名
＜講座日＞

＜受講料＞ 2,500円(税込)

①7/27( 水 )

申込み締切日 8/26( 金 )
時間：10:00～13:00　定員：6名

②9/9( 金 )

みんなで楽しく作りましょう♪

アイシングクッキーデザイン、パウンドケーキ

JSA認定アイシングクッキー講師

岩本　絵美 先生

アイシングクッキー作り

講座６

～秋のフルコースより～

パパイア王子　野菜ソムリエ

岩本　脩成 先生

パパイア王子　野菜ソムリエ

岩本　脩成 先生

甘酒を使ったレシピ



※詳細は宮崎ガス・宮崎液化ガスHPにてご確認ください。掲載記事は宮崎ガスのチラシの内容となっております。

アプリ対応で調理ラクラク。
※写真は天板75cmタイプです。
　天板60cmタイプは4,000円下がります。

珍しい2口のビルトインコンロ。
左右バーナーとも機能充実
(炊飯機能・温度調節機能・タイマー機能あり）
※天板は60cmタイプのみの商品です。

スタンダード

シンプル機能の3口タイプ。
※写真は天板60cmタイプです。
　天板75cmタイプは4,000円UPです。

グリル料理が手軽にできる！
料理の幅かもっと広がる、
上火はタイマー・温度調節・
湯沸し機能を搭載し、グリル
ではココットプレートが使えます。

コンロのお手入れ性アップ！
基本的な便利機能に加え、
オートグリル機能搭載。

シックなクリアパールブラック！
グリル排気口カバーが薄く
小さいので天板も広 で々汚れも
ふき取りやすいです！

幅59cmでシンプル機能。
安全機能は他のコンロと同様に
Siセンサー搭載で安心。
水無片面焼きグリルです。

ラ・クックで
多彩な調理が可能

洗いやすさや拭きやすさにも
こだわった、丸くやさしい
フォルム。

ダブル高火力＆
ダブルとろ火

シンプルな操作で使いやすい！
基本性能を厳選したガラストップ

汚れが落ちやすい加工や、
排気口落下物ガードが付いていて
お手入れがしやすい！

タイマーや温度キープ機能など
調理機能が充実、使いやすいコンロ

ガ
ス
機
器
情
報
を

チ
ェ
ッ
クイオン商品券

1,000円分
プレゼント

サマーセール
2022

宮崎ガス
宮崎液化ガス
合同企画

ビルトインコンロ　　安全性・便利機能もばっちり！ ※取付工事費別途 ※取付工事費別途

※取付工事費別途テーブルコンロ　　高機能なものから、シンプルな機種までご用意！

ガス給湯器　　効率の良いものを選んで光熱費もお得に！

灯油ボイラーや電気温水器、エコキュートから  「ガス給湯器」にされる場合は、
さらに割引価格でご案内しますので、ご連絡ください！

ガス機器の修理・買替の相談
ガスの開閉栓のご予約など

ご連絡先
㈲宮崎ガスサービスショップ都城　0986-38-4235

177,800円（税込）
定価：254,100円(税込）

セール
価格

RHS71W32L22RSTW

RTS65AWK14RG-CL/R RT66WH7RG-CWL/R PA-A64WCK-L/R PA-S42B-L/R

79,000円（税込）
定価：112,970円(税込）

セール
価格 61,200円（税込）

定価：87,560円(税込）

セール
価格 68,600円（税込）

定価：98,010円(税込）

セール
価格 36,200円（税込）

定価：51,810円(税込）

セール
価格

109,000円（税込）
定価：155,980円(税込）

セール
価格

247,800円（税込）
定価：413,160円(税込）

セール
価格 122,000円（税込）

定価：203,390円(税込）
セール
価格

PD-509WS-60CV

105,000円（税込）
定価：150,150円(税込）

セール
価格

N2WT8RWTS6SI

TC-700L

安定感のあるごとくで使いやすさに配慮。
キャップレスバ-ナーでお手入れがラクです。

キッチンをもっと美しくする
シンプルで落ち着いた佇まい

同時調理で
家事の効率 UP

コンロ・給湯器
購入特典

暮らしサポートクラブ会員様 または 今回ご入会の方 ： 掲載金額より 5% 割引 、 5年保証 →10 年 保証に延長

宮崎ガス3支店で
80台限定！

2022年8月31日まで！

1

4 5 6 7

2 3 8 9

サマーセールイベント開催告知
7月9日(土) 9:00～16:00
詳細は決まり次第 Facebook 、 Instagram で公開します

ガスの情報館 都城令和4年 7月1日(金) ～ 8月31日(水)令和4年 7月1日(金) ～ 8月31日(水)期間期間 日時 場所
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