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西武ガスから大切なお知らせで～す♪

まずは比べて
みて下さい！

電気販売 はじめました～！
月々の電気代に
お悩みの方は必見！

セット
ガス＋電気＝ 割引

例えば…エアコンをよく使う、家族が４人以上、日中
在宅が多い、ペットを飼っている、など
※2

トップクラスの低価格！

昨年4月の電力小売自由化に伴い、電力販売のCMなどを毎日のように見
かけます。そんな中、西武ガスも東京ガス㈱の取次店としてお客様に電気
(ずっとも電気)を販売しております。東京ガスの電気はすでに60万件を超
えるお客様が申込んでいる、実績のある電気です!

契約・解約手数料
かかりません♪※1

現在の電気料金との比較ができます！
電気の検針票をご用意の上、ご連絡ください！
当社ホームページからも
試算できます。
西武ガス

契約期間制約
ありません♪※1

2017年 ガスまつり♪
6月3日（土） ・ 4日（日）

西武ガスホームページ
http://seibugas.com/

手続き簡単、 契約・解約手数料なし、 契約期間
制約なしですのでお気軽にお問合せ下さい♪

電気の検針票をお持ちいただき、料金の比較
をさせていただいた方に粗品をプレゼント♪

※1

2017年1月時点

※2

2016年2月時点

ガスも、電気も、エネルギーのことなら西武ガスにおまかせください。

西武ガスは、東京ガス㈱の取次店としてお客さまに電気を販売いたします。
（小売電気事業者：東京ガス株式会社 / 登録番号 A0064）

飯能の人気のお店
名栗川のせせらぎを感じ
四季の移ろいを楽しみながら
旬のお食事をいただく～。

会席・和膳

とん

ぼ

てい

名栗川の自然を眺めながら極上のランチに舌鼓♪

ほほえみ弁当
季節のご飯・味噌汁とデザート付

め
おすす

⇐

今回は名栗川を眼下に望む大正二年創業の老舗
『清河園・蜻蛉亭』
の和膳
『蜻
蛉亭』
でランチをいただきました。100年の歴史あるお店で少々緊張気味
で伺いましたが…、スタッフの気さくな対応と笑顔に一瞬で和みます～。

自然の中で食事をしてるよう

ひときわ目立つスタイリッシュな外観⇒

おしゃべり弁当
季節のご飯・味噌汁とデザート付

桜どうふ
長芋と
白身の和え物

落ち着いた個室でいただい

★季節のご飯・味噌汁

サクサクの衣
プリプリの
海老♪

たのはランチメニューの
『お
しゃべり弁当』
2800円(税別)と
『ほほえみ弁当』
3500円(税別)。

両メニュー
共つきます

★デザート

コーヒープリン
男性にも
喜ばれる
大人の味

こごみの
和え物

確かに！
！彩り豊かな盛りだ
くさんのお料理をいただき、
おしゃべりに花が咲き満開の
ほほえみになっていました。

店内の正面はガラス張りになっていてどの席からも季節の移り変わりが一望。夜
色を思い浮かべ、また訪れたくなりました。
河辺にはタヌキの親子も遊びにやって来るそうです。運が良ければ微笑ましい光
景に出合えるかもしれませんね・・♪
※お食事・ランチの他、宴会・女子会・冠婚葬祭など幅広くご利用いただけます。

飯能駅

消防署

はライトアップされ昼とは違った雰囲気が楽しめる。桜、新緑、紅葉まだ見ぬ景
住
所 飯能市稲荷町23-23
営業時間 午前11時30分～午後3時
昼の部ラストオーダー午後2時
午後5時～午後10時
定 休 日 年中無休(年末年始を除く）
T E L 042-973-2311

中央病院

稲荷分署入口

飯能駅前

清河園・蜻蛉亭
至美杉台

浴室リフォーム !!

さむーい在来 （タイル張り） のお風呂から
あたたか～いシステムバスへ！
TOTO システムバス
サザナ

今回ご紹介するのはＩ様邸。冬の浴室が寒いと長年お
悩み。既存の浴室は床・壁ともにタイル張りで、冬場
は特に冷たく、又、お手入れも大変だったのではない
でしょうか。システムバスで寒さの問題を解決できる
と考えご提案をさせていただきました。

After
保温性の高い
魔法びん浴槽！

在来タイル張り

断熱材が入っているから
お湯も冷めにくい！

Before

ステンレスの浴槽

お湯を張ってもすぐ冷め
てしまいます。

お客様から
コメント

冷たさを感じるタイル
脱衣所からのヒーターでもなかなか
暖かくなりません…。

者
出場 ！！
募集

寒かった浴室がこんなに温かくなるなんて
毎日入るお風呂が楽しみになりました！！
とっても快適！！お掃除も楽になって
思い切ってリフォームして良かった。

やわらかいほっカラリ床 ! 従来の床と
違い、W 断熱クッション層があるので、
冬場の一歩目もヒヤッとしません !

まずは西部地区大会で腕試し！

第13 回ガスで彩る楽しい料理
埼 玉 県 大 会

お掃除ラクラク！

今年は ８月開催予定！
！

開催のお知らせ

夏休みの宿題に…。親子の思い出に…。
ご家族で参加してみませんか？

応募用紙にレシピを書いて応募してみよう！
※応募用紙についてはお問合せください。

応募者全員に記念品プレゼント！

☎042-973-2768
西武ガス
親子クッキングコンテスト係まで

ガスコンロご購入をお考えの方
必見！！

の
前回

コンロ体験教室の様子

最新のコンロを実際に見て、調理体験できる教室のご案内

コンロ体験教室

（西武ガスご利用のお客様が対象となります）

参加費無料・予約制

各コース4名様限定

開催日程

①5/23(火）10時～ 12時 申込期限5/16（火）
②6/1（木）  10時～ 12時 申込期限5/25（木）
※お申込み受付期間
4/20（木）
より各コース申込期限日まで
受付時間
参加された
9時～ 17時（月曜～金曜） コ ン ロ 体 験 教 室 に
らせ
（土・日・祝日を除く）
方にうれしいお知 ）・4日（日）
（土
お問合せ・お申込み
」6月3日
「ガスまつり
約され
（西武ガスお料理教室）
コンロをご契
でビルトイン
TEL 042-973-6600
があります。
た方には特典
場所：西武ガス料理教室
※ホームページでは一般のコースのご案内を行っています。

～参加されたお客様より～
温度設定やお魚が自動で焼けるし、
ふきこぼれもなくお掃除簡単で便利
です！

見た目が、美しいのに魅かれ購入。
音声でのお知らせ機能や、グリル
の使い勝手の良さなど、選んでま
ちがいなかったと思います。
今回初めて、ダッチオーブン料理
を食べてみて肉の柔らかさが最高
でした。

パスタ
麺ゆで機能

冷凍コロッケ
温度調整機能

肉じゃが
キャセロール
スパイシーチキン
ダッチオーブン機能
ご飯
炊飯機能

しゃけ切り身
魚焼きオート機能
オリーブ野菜
グリル

大河原工業団地の企業様ご紹介

緑豊かな地域との調和

株式会社クラウン・パッケージ様
今回訪問させていただいたのは、段ボールパッケージなどを製造販売されている
株式会社クラウン・パッケージ様です。
『段ボールパッケージ？？』と我々もよく
分からなかったのですが、
『明日のパッケージ文化の創造を通して、社会に貢献
する。
』という企業理念のもと、先進的なパッケージ技術で、有名商品の外装や、
店舗でよく見るディスプレイ用の段ボール棚や看板など、多岐にわたり私たちが
日常目に触れる段ボール製品をつくっていらっしゃいました♪諸事情で製品を掲
載できないのが残念でならないのですが、普通私たちがイメージする段ボールと
は全く違う、美しいものばかりでした♪

約1万坪の広大な敷地にたたずむ美しい社屋です。クラウン・パッケージ様は愛知県
に本社を置き、日本各地に工場や営業所が点在し、従業員数も1500人以上と大き
な企業様です。そんな中ここ飯能に
『㈱クラウン・パッケージ埼玉事業所』
としていら
していただきました♪既存の東京事業所(千葉県野田市)・神奈川事業所(神奈川県伊
勢原市)と合わせて市場の集中が進む関東圏全域を網羅する体制が整うそうです。
工場内もご案内いただき
ました。埼玉事業所様は
もっとも効果的な動線を
考え機械設備をレイアウ
ト。従業員がより快適に
働ける職場づくりや福利
厚生を目指しています。
また障害者の方にとって
も働きやすい優しい事務

クラウン・パッケージ様が得意とされるのは、マイクロフルートと呼ばれる、超薄型
段ボール。写真はショールームの展示模型なのですが、食品容器のコーナーです。余
分な油や水分を吸取り、水蒸気は通すという優れもの♪ハンバーガーなどを美味しく
保ってくれます。この模型の下の棚には某有名ファーストフード店など、誰もが一度
は見たことのある食品容器がズラリと並んでいます。もちろん食品容器だけではあり
ません。
『これが段ボール!?』と思えるような美しいプリントや軽さを兼ね備えたもの
が多々ありました。このマイクロフルートのパイオニアで市場シェア７割を誇るクラ
ウン・パッケージ様の商品を見たい方はぜひホームページなどをご覧ください♪

所です。そのせいか、従
業員の方々が作業中にも
関わらず、全員笑顔で挨
拶して下さいます。非常
に気持ちがよく、私も見
習わないとな～、と感じ
た次第です。

この日、素敵な笑顔で工場内をご案内下さった、
埼玉事業所長の宮下様にメッセージをいただきました♪
2016年10月にオープンしました。
都心にも近く、水と緑のある住みやすい街で、とっても
感動しています。飯能の仲間として、企業努力しますの
で、どうぞよろしくお願いします。
環境に配慮して空調はGHP(ガスヒートポンプエアコン)。社屋の空調
の99%で当社の天然ガスをご利用いただいています。GHPの台数は
なんと55台!!当社のお客さまでトップクラスの規模です♪これだけ並
んだGHPを見るのは爽快ですが、カメラに収まり切りません・・・(笑)

お便り待っているよー

してもらってうれしかったこと、やってあげて喜ばれたこ
と、困っていること、環境を守るために心掛けていること、
など・・・なんでもOK。みんなで分かち合いませんか？

埼玉事業所長

宮下陽一郎様

☆宮下所長様・松島課長代理様をはじめクラウン・パッケー
ジの皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました！

※またこの日は、天然ガスの業界紙
『㈱ガスエネルギー新聞』の取材も同時に行われました。

エコくらぶいつも楽しく拝見していま
す。まちがい探しは私と妹で９個探しましたが
最後の1つがどうしてもわかりません。すると、
な ん と・・・・85歳 に な る 母 が「 こ れ じ ゃ な
い？」と堂々発見！家族みんなで「おばあちゃん
凄い！」と楽しい一時となりました。
柳町 Ｍ様

採用の場合は図書カード1,000円分を差し上げます。

年の瀬が近づくとお餅を食べる季節にもなり
ますが、食べ方はいつもマンネリ化しています。今回
掲載されたＥＡＳＹ ＣＯＯＫ
ＩＮＧの『ピッツァ』は簡単
でおしゃれなレシピです。孫に作って驚かせてやりた
いと思います。
横手 Ｓ様

毎回エコくらぶの発行を子供達と共に楽
しみにしております。ガス祭りの模擬店は子供
にとって楽しい忘れられない素敵な思い出のよ
うです。これからも色々な情報を楽しみにして
おります。
青木 Ｔ様

お知らせ

ガス検針員募集
美杉台 Kちゃん 10歳

エコくらぶをいつも楽しみにしています。
ガスの上手な使い方は大変参考になりました。今
回のまちがいさがしはとても難しかったです。拡
大鏡まで持ち出して真剣に探してしまいました。
何年か前にコンロを購入しましたが使いこなせて
いません。
『コンロ体験教室』があるのですね。
参加させていただきたいと思います。
双柳 U様

お刺身を買うと大根のつまがついてきま
す。食べずに残ったら大根サラダにするのが普通
ですが我が家は天ぷらにします。冷水につけてパ
リッとさせてから天ぷら粉をつけて揚げます。か
き揚げのような感じでとても美味しいですよ。
双柳 Ｋ様

これからの時期切り花が長持ちしなくな
りますよね。先日切り花を長持ちする方法を友
達から教えてもらったのでお便りします。
①切り花の水揚げをよくするために、水の中で
茎を切ります。
②花瓶の中に砂糖大さじ１くらいを入れておく
と切り花が長もちします。
緑町 Ｋ様

検針地区は飯能市、または日高市の
一部です。１ヵ月に３日程度のお仕事
になります。
興味のある方は当社までご連絡ください。
お待ちしております。
総務グループ
担当 久保田

～ガスの上手な使い方～ バスルーム編
・お風呂のふたをこまめにしめる
お湯を沸かす時や入浴後はお風呂のふたをするこ
とが大切です。ふたをするとお湯が冷めにくくなる

4時間後の
温度低下

ので、お湯を沸かす時のエネルギーが少なくてす
みます。

ふた有り

ふた無し

７．８円

１３．０円

– ３℃

– ５℃

※ 外 気 温２５℃、２００Ｌの 浴 槽 の 水 を
４０℃に沸かし、４時間後に４０℃まで沸か
しなおした場合。

年間の省エネ効果
1,902円
ガス代

38.8kg-CO₂
CO₂排出量 （スギの木）2.8本分
※ 1 日 1 回×365 日として算出。

便利グッズの活用でさらに上手にエコ&節約！
もっと便利なのが、お風呂保温シート です。 使い方は湯船にお風呂保温シート を浮かべるだけ！ サイズは大きめなので浴槽の大きさに合わせて切るだけです。
蓋と合わせて使用することで、さらに保温効果が高くなります。100 円ショップにも売っていますので試してみてください。

誕生！除菌できるふろ給湯器 "キレイ"で安心をサポート《除菌・洗浄新機能》
●熱洗浄配管クリーン

●UVふろ除菌

４８℃で配管洗浄。
皮脂などの汚れもクリーンに。

毎回キレイなお湯で入浴。
残り湯は洗濯に。
UV 除菌ユニット
（内部イメージ）

★ノーリツ
GT-C 62 シリーズ

2017年

ガスまつり
6月3日（土）・4日（日）

配管クリーンなし
従来の配管クリーン 熱洗浄配管クリーン
※人口皮脂汚れを使った実験です。すべての汚れが落とせるわけではありません。2016年10月ノーリツ調べ

ご案内

模擬店
珈琲・キッシュ他⇒カフェ fuWAri
各種クレープ⇒ま・いける
焼きそば・フランク他⇒壱之蔵
食パン各種⇒Ampel（アンペル）

今回も作ります。
参加者集まれ！
今回のフワフワドームは
大人気
！
！

店

W出

ねこあつめ
スタンプラリー
開催

NE

大好評！
働く車と一緒に
写真撮影会！

テディベア

ぜひ、ご来店
ください。

中止
※雨天

、

材料（１人分）

イングリッシュマフィン
～半熟卵～

イングリッシュマフィン……………………１個
卵……………………………………………１個
アスパラガス………………………………１本
厚切りベーコン……………………………１枚
粉チーズ……………………………………適量
粗挽きコショウ…………………………… 適量
オリーブ油…………………………………少々
アルミホイルを捨てるだけなのでお掃除
も簡単です

《作り方》
①イングリッシュマフィンは上が薄い蓋にな
るように2つに切る。

図書カード
1,000円分を20名様に
問題

❶の絵には10ヵ所 ❷と違うところがあります。❶の絵に違っている部分に
○印をつけ、キリトリ線で切り、はがきに貼って郵送してください。

❶

❷

②厚い方に窪みを作り、
卵を静かに落し入れる。
③アスパラガスは固い部分を2㎝ほど切り落
として三等分に切る。そこにオリーブ油を
少々を塗る。
④グリルプレートに『油なしでもくっつかない
⇒
ホイル』を敷きます。中央に
イングリッシュマフィンをの
せ、手前にアスパラガス、奥
にベーコンをのせる。水無し両面焼グリル
上下強で2分焼きます。
⑤イングリッシュマフィン
（蓋側）
を取出し、再
度上下強で3分焼きます。
（固めの卵をお好み
の場合は注意しながら長めに焼いて下さい）
⑥卵がお好みの固さに焼けたらグリルから取出
して、粉チーズと粗挽きこしょうをふる。

応募方法

はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、良かったコーナー、良く
なかったコーナー、ご意見・ご感想などをご記入ください。

宛

先

〒357-0021 飯能市双柳373-15 西武ガス（株）クイズ係

締

切

平成29年 6月9日
0       消印有効
当選者には、図書カードの発送をもってかえさせていただきます。

キリトリ線

前回のクイズ答え
応 募総数107通、正解97
通、 正 解 率90%で し た｡
当選は発送をもって、発
表にかえさせていただき
ました。
たくさんのご応募ありが
とうございました。

次回の発行は平成29年9月頃の予定です。皆様の
ご意見、おたより、写真、絵手紙、イラスト、
料理など大募集中です。いただきましたご意見
等は掲載させていただくことがあります。はが
き等はお返しできませんのでご了承ください。
採用の場合は図書カード（1,000円分）を差し上
げます。ご応募いただきました個人情報は当社
が適切に管理し、住所氏名は賞品当選時の発送
用として利用させていただきます。
この広報誌は再生紙と大豆油インキを使用しております。

