
★ LINE 新規友だち登録プレゼント企画★★ LINE 新規友だち登録プレゼント企画★
本誌企業様ご紹介に今号掲載されている『やまね酒造様』の

『飯能の甘酒』を抽選で20名さまにプレゼント‼
感謝セール期間中（６月３日～６月１７日）にショールームに掲示されたＱＲコードで
新規に友だち登録をしていただいた方の中から、後日抽選で20名さまに『飯能の甘酒』（500㎖）を
１本お届けいたします♪ご登録の際は当社スタッフまでお声掛けください。
◎ご来店の際にはマスクの着用とスマホをお忘れなく！心よりお待ちしております。

当選はプレゼントの発送をもって、発表にかえさせていただきます。いただいた住所氏名は商品当選者発送時の発送用として利用させていただきます。又、個人情報は適切に管理（当社プライバシーポリシーに準じます）致します。

※感謝セールでは、模擬店の開催・ご来場プレゼントのお渡しはございません。※感謝セールでは、模擬店の開催・ご来場プレゼントのお渡しはございません。
　ご理解、ご協力をお願いいたします。　ご理解、ご協力をお願いいたします。
※商品によっては納期にお時間を頂く場合がございます。※商品によっては納期にお時間を頂く場合がございます。

開催

ご来場の際は、後日お届けいたします名前入りご案内状をお持ちください。
販売価格から更に割引いたします（対象商品のみ）又、新型コロナウィル
ス感染防止の為、地区別でのご来場をお願いいたします。感染防止の為、地区別でのご来場をお願いいたします。
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豊かで潤いのある暮らし

日頃より西武ガスをご利用いただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルスの感染拡大や世界的な電子部品等の供給不足により、サプライヤーの生産に

支障が出ているためガス機器全般で通常より納品にお時間をいただく場合や、在庫限りでのご対

応になる場合がございますので予めご了承下さい。お客様には多大なご迷惑をおかけし誠に申し

訳ございません。各メーカー商品供給の正常化に向けて努力しておりますので、ご理解の程よろ

しくお願い申し上げます。

納品遅延についてお詫び・ご案内

祝！開設１周年♪

期間：期間：6月3日6月3日（金）（金）～～6月17日6月17日（金）（金）9：009：00～～16：0016：00
会場：西武ガス本社ショールーム　(飯能市双柳373番地15)会場：西武ガス本社ショールーム　(飯能市双柳373番地15)

最新ガス機器・衣類乾燥機・リフォーム・西武ガスでんき等最新ガス機器・衣類乾燥機・リフォーム・西武ガスでんき等

おお客客様様 セセーールル感感謝謝

トイレ 給湯器 水 栓 システムバス ビルトインコンロ

システムキッチン



▶ひび割れ・油汚れ
▶固くなる
▶ゆるみ・変色など	

違和感があれば	
交換をおすすめ！ゴムパッキン劣化

ガスコード･ガス用ゴム管お取替えの目安について
暖房器具やガスコンロで使用のガスコード・ガス用ゴム管は樹脂とゴムの複合製品のた
め時間とともに劣化します。ガスコードは外観上異常がなくても接続部分のゴムパッ
キンなどの劣化が進んでいる場合があります。ガス機器を取替える際や、ガスコード・
ガス用ゴム管を使用して7年以上経過したものは、新しいものに取替えることをお勧め
します！ ガスコード ガス用ゴム管

お肉好きにはたまらないお店の紹介です。
『肉丼本舗』では精肉店の経験と技術・仕
入れの強味を生かし厳選されたお肉がお手
頃に食べられます。お肉はもちろん、お米・
タレにもこだわっています。

飯能の人気のお店

飯能市内にある精肉店直営の肉丼専門店
お肉大好き！肉好きあつまれ～！

カーボンニュートラルガスにしました

住　　所
T　E　L
F　A　X
営業時間
定 休 日

飯能市双柳1285-1
042-978-7545
042-978-7546
11：00 ～ 21：30
無休

肉丼本舗

近年、無水調理や自動調理に対応した高機能調理鍋が注目を集めており幅広い世代が最
新の調理器具に「より簡単に手早く料理ができる」ことを求めています。このLeggieroは、
高品位アルミ鋳物を採用し、一般的な鉄鋳物にも劣らな
い優れた調理性能を発揮しつつ、鉄鋳物製の半分以下ま
で軽量化いたしました。無水調理に限らずコンロ上での
オーブン風調理にも対応します。
今までにない軽くて手軽に無水料理をぜひご家庭に。

「Leggiero( レジェロ )」　　２月１日発売

願いごとが叶う神社として口コミが広
がり、全国のパワースポット好きな方
にはとても有名な神社です。お社の後
ろの大きな一枚岩が強い力を持ってい
るようなので、手で触れながらお願い
ごとをするといいとか。。。一度は訪れ
ていただきたい心安らぐ神社です。駐

車 場 が な い の
で、迷惑駐車に
ならないよう心
配りをお願いい
たします♡♡♡

通称「ヤクジンガミサマ」厄病を防いでくれ
る神と言われています。

※住所はなく、名栗小学校の裏あたりです。近くに行くと道案内の看板がでています。

～上名栗/八坂神社～ 願いが速攻叶う神社？！願いが速攻叶う神社？！

口に入れた瞬間目を見開くほど口に入れた瞬間目を見開くほど
とにかくお肉がやわらかい！とにかくお肉がやわらかい！
そして炭火の香ばしさとそして炭火の香ばしさと
タレの味でうんうんとタレの味でうんうんと
うなずく。うなずく。
オリジナルのタレはオリジナルのタレは
お土産に欲しいほど。お土産に欲しいほど。

大盛は
お肉とご飯共に
大盛になります

タレが
よく絡んでる♪

飯能パワースポットめぐり ①

飯能のパワースポット

知ってる方教えて

ください。

西武ガスでは、INPEXよりカーボンニュートラルガスを購入し西武ガ
ス本社ならびに関連施設で使用する天然ガスをカーボンニュートラル
ガスに変更しました。

各地で異常気象が発生する中、脱炭素
社会に向けた環境に対する意識や関心
が高まっています。将来に渡り健康で
安心して暮らすことができる環境を目
指し、カーボンニュートラルガスの販
売普及を通じ、持続可能な街づくりに
貢献してまいります。

おいしい食事を毎日手間なくRinnaiの無水調理鍋

無水調理・オーブン風・蒸調理・煮る調理など１つの鍋で多彩な調理

サイズ２種類：22cm・18cm　色２種類：白・黒

ぽかぽか保育園
ニットー冷熱

コンビニ

飯能看護
専門学校 NIKUDON HONPO

飯能警察署 R299

飯能ゴルフ
クラブ

入口にはチケット専用自販機があり、店内用・テ
イクアウト用が購入できます。

キッズ弁当もあります。
お肉を食べて

パワーアッ～プ！！

ほぐされた鶏肉は
やわらかく食べやすい。

マヨネーズ、ポン酢、ごま油、
おろしにんにくなどで味付け。

女性やお子さまもにも人気です。★豚定食　870円（税込）

★ほぐし鶏丼 600円（税込）

★ホルモン丼 850円（税込）

★キッズプレート
400円（税込）

Aさんの食レポ
とろけるホルモンの脂と
甘いタレがよく合う。

ほどよい食感で噛めば噛むほど
ホルモンのうま味が楽しめます。

もやしナムルでさっぱり。

牛ステーキ弁当　970円（税込）サムギョプサル丼　1100円（税込）

牛カルビ丼キムチ乗せ　740円（税込）

店内は明る
く広々とし

て

います。テ
ーブル席の

他、

カウンター
席もあるの

で、

おひとりで
も気兼ねな

く

入りやすい
です。テイ

ク

アウトもお
いしい！

★牛カルビ丼 600円（税込）
大盛 780円（税込）

Mさんの食レポ
厚みがありほどよく脂身のある

豚肉はとてもやわらくおすすめです！
キムチの単品(120円)も注文♪
ご飯が足りなくなるー。(笑)

＋100円で
味噌汁から

カルビスープに
変更できます



　　　　　　　

西武ガスご利用の企業様ご紹介

今回ご紹介するのは飯能市赤沢で西川材を使った木桶でどぶろくを造っ
ている、『やまね酒造株式会社赤沢醸造所』様です。地域の米・地域の桶・
地域の生き物たちと造るオンリーワンのどぶろくで、テレビや新聞、雑
誌等でもとりあげられている、知る人ぞ知る酒蔵です。やまね酒造株式
会社は社長の若林福成様が生物がたくさん居る豊かな地域を求め探し歩

き、縁あって飯能市を知っていただき、令和元年12月3日に会社設立。そして令和3年7月
31日に今回お邪魔した醸造所がオープンしました♪

やまね酒造株式会社赤沢醸造所

https://yamaneshuzo.jp

住　所：〒 357-0128  飯能市赤沢２２３
営業日：土・日・祝日
※祝日は酒造りのスケジュール次第で休み
営業時間：AM１０：００～ PM４：００

お得な情報やお知らせをLINEでお届け！
さらに、LINEから【My西武ガス】の

ログインが簡単便利に‼
LINEの「友だち追加」より、

「QRコード」で登録お願いします‼

友だち追加

建物は元コンビニを改修した酒蔵で、直売所と日本酒BARも兼ねていました♪甘酒がズ
ラリと並び、かわいい『やまね』や数量限定のアニメ『ヤマノススメ』のラベルが貼らてい
ます。どぶろくを凍らせた、『氷やまねのどぶろく』もありましたが、残念ながら現在は
どぶろくの醸造を休止しているようで生のどぶろくはありませんでした…( ﾉД`)ｼｸｼｸ…そ
れでも社員Ｙがお邪魔させていただいた短い間で、やまね酒造のファンらしきお客さま
数組がスマホカメラを片手に甘酒などをご購入されていました♪

©しろ/アース・スターエンターテイメント/
『ヤマノススメNext Summit』製作委員会

やまね酒造様はどぶろくに特化した酒蔵かと勝手に思っていたのですが、実際は全く違いました。お酒の製造販売
以外にも農産物・木製品・水産加工物の製造販売や、エコツアー企画や環境保護に関する研究など、10を超える事
業を展開・企画されている企業でした。若林社長は生物研究者でもあり、それを活かした知識と行動力で今までの
多くの研究や環境保護活動、地域の町おこしなどにも貢献し、その実績は多岐にわたりすぎて本誌ではとても伝え
きれません(笑)

令和3年7月31日埼玉県飯能市に、やまね酒造どぶろく醸造所を設立いたしました。
弊社のビジョンである、自然そして生物と共生し持続的な自然生態系を実現する
ことそして、やまね酒造は「生かされている」との考え方で積極的にチャレンジし
続ける企業を目指して力強く進んでまいります。日頃より支えてくださっておりま
す、多くの皆様のお力添えあってのこの実現であると深く感謝すると共に、一日
も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

若林様、おいそがしいところ本当にありがとうございました。
やまねが好きな食べ物から採った、飯能産天然酵母で造るどぶろくの完成
を楽しみにしております。

やまね酒造株式会社
代表取締役
生物多様性・
環境生態学研究センター長
若
わか

林
ばやし

　福
ふく

成
なり

 様

ところで社名を冠する『やまね』ってご存知でしょうか？飯能市に
も生息している日本の固有種で国の天然記念物に指定されていま
す。ネズミと違って、背中に黒い筋があり尻尾にはフサフサした
毛が生えています。別名「リスネズミ」「マリネズミ」「コオリネズミ」
など日本各地で色々呼び名があるようです。冬に木を切ると、丸
まって冬眠しているやまねが転がり出てくることがあり、林業に
携わる人々はやまねを山の守り神として大切にしてきました。若
林社長はそんなやまねが生息できるような豊かな自然環境を守り、
同時にそれら価値を後世に繋いでいく役割を果たしていきたいと
の想いから、『やまね』を冠した社名・酒蔵名にしたそうです。

世界唯一！飯能産西川材の木桶でどぶろく造り♪世界唯一！飯能産西川材の木桶でどぶろく造り♪

やまね酒造様の商品をご紹介♪やまね酒造様の商品をご紹介♪

氷やまねのどぶろくを購入♪
やまね酒造を後にし、有馬ダムでい
ただこうと思ったのですが、真冬の
寒さで全然融けない…(-_-;)帰宅し
てから美味しくいただきました♪

社長の若林福成様。
突然の訪問にもかかわらず、
気さくにご対応いただきました～♪

エコツアーガイドの若林社長♪ 木桶職人（？）の若林社長♪

生物研究者の若林社長♪

今回は当記事担当（社員Ｙ）が酒好きなこともあり、プライベートで下見がてら
アポ無しで突撃して取材と掲載のお願いすることに！お酒が飲めるかもと(笑)、
家族に運転を頼み飯能下名栗線を名栗方面に車を走らせました。直売所が休み
でないことと若林社長がいらっしゃることを願いつつ程なくして到着♪

氷
や
ま
ね
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ぶ
ろ
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ろ
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数量
限定

アニメ『ヤマノススメNextSummit』の甘酒

現在どぶろくの製造を休止している為、営業を休止していま
す。再開の目途がたちましたらＨＰやＳＮＳでご案内いただ
けるそうです。

酒蔵だけど酒蔵じゃないっっ‼

若林社長からメッセージをいただきました‼

『やまね』って

なに？

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？

採用の場合は図書カード1,000円分を差し上げます。

　　創立60周年　おめでとうございます。我が家も
50年以上西武ガスさんにお世話になっているんです
ね。アニバーサリーの写真も懐かしくなりました。『ガ
ス屋さんの豆知識』はとても役立っております。

川寺　K様　男性

　　西武ガス様　60周年おめでとうございます。
思えば私が中学校に通っていたころは畑の真ん中
にガスタンクがありました。学校の教室からもガ
スタンクを眺めることができました。タンクが上
がったり下がったり何か不思議に思いました。あ
れから60年　昭和の時代を懐かしく思う今日この
頃です。

川寺　Ｔ様　70代男性

　　換気扇の掃除。ついつい先延ばしになってし
まいますよね。エコくらぶでわかりやすい説明（写
真付き）で紹介されました。簡単に汚れが落ちる
んですね。昨年はプロにお願いしてしまいました
が、今度は頑張ってみます。

双柳　Ｏ様　女性

　　いつも楽しく読ませてもらっています。エコ
くらぶのまちがい探しは大好きです。前回応募し
てみたら見事に当選！ 4歳の息子に絵本を買いま
した。飯能に住んで20年になりますが、知らなかっ
たお店を知ることができてありがたいです。	

柳町　Ｔ様　女性

　　芋はんは商店街にある時から気になっていまし
た。今は双柳で営業しているのですね。今度行ってみ
ます。最近ガス料金のお知らせをメールで送ってもら
う手続きをしました。紙ごみも減ってラクラクです。

飯能　Y様　女性



5月15日

お友達に勧められ、新築の際に一緒に設置してみました。
最初は半信半疑で高価なものだしガス代もかかるんだろう
な…極力使わないようにしよう、と思っていました。しか
し一度使ってみたらその便利なこと！その日を境に「洗濯
を干すこと」はやめました。毎日必ず使用していて、休み
の日には1日3回以上回すこともよくあります。今まで「洗
濯を干す」という日々の負担がありましたが、今は洗濯が
終わると乾燥機にポンポン入れてスイッチを押すだけなの
で、家事のストレスが激減！天候にも左右されないし、洗
濯が苦にならない。我が家の壊れたらすぐ直す家電NO.1
になっているくらいなくてはならない存在です。子供の着

替えも沢山あり、夫婦でス
ポーツもしているので洗濯
が追いつかない時の強い味
方です。毎月のガス代がす
ごく高くなった印象も全く
ないです。我が家は設置が
難しったようですが、西武
ガスの方が丁寧に取り付け
てくださいました。勧めて
くれたお友達に感謝です。

洗濯機との兼ね合いから少し高
めの位置についているので、洗
濯物の取り出しとフィルター掃
除に少し苦戦しています。

以前は洗濯機の電気乾燥機を使
用していましたが、電気と違っ
て短時間でなおかつふわっと乾
きます。タオルは特に最高です！

ガス乾燥機。聞いたことはあるけど…使用感が分から
ず贅沢家電と思っていました。なぜなら一回にかかる
料金を知らなかったこと、衣類のシワが気になったこ
と、衣類しか乾かせないと思っていたから。そんな時、
友人が次々と乾燥機を購入し、使用感を聞くことがで
きました。我が家も環境が変わり、家事のストレスを
無くすため思い切って衣類乾燥機を購入。1 ヶ月乾燥
機のみ使用してみましたがガス料金もこれだけ？と思
うほどの増額だけ、夜に使用しても静かなので我が家
の洗濯事情が今までは朝の忙しい時間帯に回し、天気
を気にして外に干したり、部屋干ししたりとしていた
ことが一切なくなりました。衣類のシワも『デリケート』
コースを使うことで全く気になりません。そして私が1
番よかったと思うことが靴も乾燥出来ること！！我が
家の小学生は雨の日も靴で行きます。夕方帰ってきて
から洗っても乾燥機で即乾燥。しかも殺菌されている
ので嫌な臭いもありません。大人の靴も乾かすことが出来ます。週末の上履き
も子供2人分いっぺんに乾かせるのでとっても助かっています。『ドラム除菌』
コースがあるので次に衣類を乾燥する時も気になりません。使用する前は贅沢
家電と思っていましたが乾燥機を購入したことで時間に余裕ができ、洗濯に対
するストレスが無くなりました。今では無くてはならない家電となっています。

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。

皆さんガス乾燥機って知ってますか？今は CM でも見かけるようになりましたが、実際はどうなのか疑問を持たれる方も多いかもしれませんね。
そこでガス乾燥機を購入して使用している当社のユーザー様に感想を聞いてみました。

次回の発行は2022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。

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。

前回のクイズ答え
 応募総数89通、正解86通
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。

　図書カード
1,000円分を20名様に

キ
リ
ト
リ
線

応募方法

宛　　先

締　　切

ガス乾燥機  幹太くんのガス乾燥機  幹太くんのウソウソホントホント

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。

〒357-0021　飯能市双柳373-15　西武ガス（株）クイズ係

2022年

当選者には（5月31日抽選）図書カードの発送をもってかえさせてい
ただきます。

❶ ❷

消印有効

～ガス乾燥機ってホントはどうなの？～

フランスパン……………………1ｃｍ角に切る（適量）

じゃがいも……………………………2個

たまねぎ（大）…………………………1/3個

牛乳……………………………………1と1/2カップ

お湯……………………………………2カップ

固形スープの素………………………1個　

白ワイン………………………………大さじ1　

バター…………………………………大さじ2

塩 ……………………………………小さじ1/2

こしょう………………………………少々

パセリみじん切り……………………適量

①グリルにトーストプレートをおき、1ｃｍ角に切

ったフランスパンをのせる。

②両面焼きで上下強火で3分セットする。（パンの厚

さで加熱時間は多少異なります） 

①玉ねぎをみじん切りにする。

②鍋にバターを熱し、中火で玉ねぎを炒める。

③ ②にお湯と固形スープの素・塩・こしょう・白ワイ

ンを加える。煮立ったら蓋をして弱火で10分間煮る。

④じゃがいもは皮をむき、すりおろし鍋に入れ、焦げ

ないよう混ぜながらとろみがつくまで加熱します。

⑤牛乳を加え、温まったら器に盛る。

⑥クルトンを砕いて、パセリを散らす。

※ガーリックトーストもどうぞ

バターとにんにくを合わせパンに塗る。焼き方はクル

トンと同じです。

材　料

材　料

作り方

作り方

新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため
お料理教室の開催、募集は中止させていただきます。
教室の再開（募集）につきましては、改めて当社ホー
ムページにてお知らせいたします。

ご家庭にある食材で作れる簡単な
ポタージュ。
グリルで自家製クルトンを作ります。

グリルレシピ
～じゃがいものポタージュと

じゃがいものポタージュ・グリルでクルトン（4人分）調理時間 20分
★クルトン

★ポタージュ

グリルでクルトン～

▶ 乾太くんは本当にめちゃくちゃ便利！
▶ 本当に生活が変わります！
▶ 乾太くんをお迎えするとほとんど外干しはいらないかも！？

洗濯が嫌いな人・毎日 2回以上洗濯する人・
少しでも家事の時間を減らしたい人

幹太くんこんな人におススメ「乾太くん」レビューのまとめ

ユーザー様の声
双柳　I 様邸 山手町　S 様邸 双柳　S 様邸

全自動洗濯乾燥機

かさ高
約19cm

かさ高
約21.5cm


