
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。

くらし
と 

ほのお
くらし
と 

ほのお
2020  秋号2020  秋号

グループグループ

●あったか暖房キャンペーン
●宮崎ガスきフォトコンテスト
●ガス機器通信

●暮らしサポートクラブ入会随時受付中
●アクアクララかならずもらえるキャンペーン
●クッキング講座受講生募集のご案内

～ C O N T E N T S ～～ C O N T E N T S ～

あったか暖房
キャンペーン

期間　2020年11月1日～2021年2月26日
※当社指定機種に限ります。

ガスファンヒーターを 
体験してみたい方、

「お試し」ができます。

ガスファンヒーターで
　　　　　冬のお悩み解決！
ガスファンヒーターで
　　　　　冬のお悩み解決！

①燃料補給は不要！燃料補給の手間がないので、ラクラク暖房。寒い中燃料を買いに
行く必要や重たい思いをする必要もありません。

②起動後5秒でポカポカ温風！ 寒い冬もすぐにあったか♪

③空気が乾燥しづらい暖房！ ガスの燃焼により水蒸気が発生し、暖房中
でも乾燥を気にする必要がありません。

④万が一への気配りもバッチリ！

お問い
合わせ先

宮崎ガス（株）　　0986-38-7500
宮崎液化ガス（株）0986-38-6200

「チャイルドロック」をはじめとしたセーフティー機能を搭載！小さなお子様のいるご家庭でも安心♪

※宮崎ガス（株）と宮崎液化ガス（株）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。

暮らしサポー
トクラブ

会員さま
あります！

特別割引

受講生募集受講生募集
宮崎ガス　宮崎液化ガス宮崎ガス　宮崎液化ガス

クッキンク講座クッキンク講座

宮崎ガスホームページ または
お電話でTEL0986-38-7500

電話：平日 9：00～17：00　
インターネット：24時間

クッキング申込み

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

おひとり様
OK

 親子OK

住所：都城市吉尾町2145番地1

ガスの情報館 都城

↑
至
宮
崎

10

269

スシロー●

ハンズマン●

●ヤマダ電機

●GS

●ユニクロ

沖水川

●都城工業高等
　専門学校

宮崎ガス
サービス
ショップ●

会  場

都城市街↓

ガスの情報館都城

8/20木 受付開始 ＡＭ9：00～8/20木 受付開始 ＡＭ9：00～受講料半額 受講料半額 
※入会随時受付中！※入会随時受付中！

2020年10～12月
●お車でお越しの際は、敷地内の駐車場にお停めください。　
駐車場について

※1…お子様の対象年齢は0～15歳です。
※2…お子様の対象年齢は4～15歳です。

33
講座番号

〈メニュー 〉棒々鶏(鶏肉の胡麻ソースかけ)、
汁景炒麺(五目焼きそば)、
鍋貼(焼き餃子)

家庭でもできるおいしい中華を楽しく学べます。

楽しい中華レッスン
申し込み
締切日講座日 10/12月火10/2010/2010/2010/20
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講座番号
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講座番号
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講座番号
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講座番号

66
講座番号

杉村 友香 先生野菜ソムリエ いろはkitchen

〈時間〉18：00～20：30　〈定員〉6名　〈料金〉2,500円
〈講師名〉

〈メニュー 〉ふわとろオムライス、
スープ、サラダ

おもてなし夜ごはん
～オムライス～

申し込み
締切日講座日 11/6金土11/1411/1411/1411/14

77
講座番号

小野　五男 先生中国名菜　唐人

〈時間〉10：00～13：00　〈定員〉6名　〈料金〉2,500円
〈講師名〉

…大人の方1名での参加も可能な講座です。

〈メニュー 〉酢豚、春捲（はるまき）、
乾焼蝦仁（小エビのチリソース炒め）

家庭でもできるおいしい中華を楽しく学べます。

楽しい中華レッスン
申し込み
締切日講座日 11/30月火12/812/812/812/8

小野　五男 先生中国名菜　唐人

〈時間〉10：00～12：00　〈定員〉6名　〈料金〉500円
〈講師名〉

…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。

岩本 絵美 先生JSA認定アイシングクッキー講師

〈時間〉10：00～13：00　〈定員〉6名　〈料金〉2,500円
〈講師名〉

〈メニュー 〉アイシングクッキーデザイン、
チョコチップクッキー

初心者の方も大歓迎♪
みんなで楽しくつくりましょう♪

ハロウィンクッキーを
つくろう

かわいいカメのメロンパンを一緒に作りませんか。
トマトソースとチーズソースがかかった
ふわとろオムライスを作りましょう♪

かわいいメロンパンを
作ろう♬

申し込み
締切日講座日 10/9金土10/1710/1710/1710/17

おひとり様
OK

 親子OK

杉尾　杏香 先生デコ食パン認定講師

〈時間〉10：00～13：00　〈定員〉6名　〈料金〉2,500円
〈講師名〉

〈メニュー 〉カメロンパン

申し込み
締切日講座日 10/30金土11/711/711/711/7

おひとり様
OK

 親子OK

※2

※1 子供達の大好きなベーコン・コーン・チーズで
可愛くデコったツリーピザパン。

ハサミを使う面白い成形で楽しくパン作りしましょう♪

クリスマスツリーパンを作ろう

杉尾　杏香 先生デコ食パン認定講師

〈時間〉10：00～13：00　〈定員〉6名　〈料金〉2,500円
〈講師名〉

〈メニュー 〉キラキラXmasツリーピザパン

申し込み
締切日講座日 11/26木土12/512/512/512/5

おひとり様
OK

 親子OK

※1

岩本 絵美 先生JSA認定アイシングクッキー講師

〈時間〉10：00～13：00　〈定員〉6名　〈料金〉2,500円
〈講師名〉

〈メニュー 〉アイシングクッキーデザイン、
チョコチップクッキー

初心者の方も大歓迎♪
みんなで楽しくつくりましょう♪

ハロウィンクッキーを
つくろう

申し込み
締切日講座日 10/16金土10/2410/2410/2410/24

おひとり様
OK

 親子OK

※2

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
  いただく場合がございます。
  感染拡大防止のため、ご理解をお願いいたします。

●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
  来店、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

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

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

「宮崎の〇〇が好き」
の写真を応募しよう !!

のあなたの



ガス機器通信

UV除菌ユニット搭載

今オススメしたい
商品はコレ！
今オススメしたい
商品はコレ！

皆様の暮らしをより豊かにするガス機器をご紹介
今回はキレイと節約を叶える給湯器です。

残り湯を翌朝の設定時間まで、断続的に紫外線で除菌します。
残り湯利用で約 13,000 円 / 年の節約になります。
さらに温かい残り湯で洗濯すると、冷たい水道水より
汚れがよく落ちます

残り湯を
洗濯に利用する方に
オススメ！

動画も
チェック！ GT-C62シリーズプレミアム

この機能付きの
給湯器はコチラ⬇⬇

除菌前

細
菌
数

除菌後

99.9％
除菌

UV 除菌ユニット
（内部イメージ）

暮らしサポートクラブ入会随時受付中！
暮らしサポートクラブとは･･･鍵や水のトラブル等の応急処置を無償で対応する
「安心かけつけサポート」や宿泊、グルメ、メジャー、映画の割引を受けられる会員限定の
「優待サービス」です。　

宮崎ガス（株）都城支店　TEL.0986-38-7500お問い合せ先

アクアファブ2年割プラン
あんしんサポート料
1,300円+消費税/月
(2年毎のお申込み・自動更新)
※アクアファブ2年割プランを適用
されない場合、安心サポート料は
1,500円+消費税/月

〇ホワイト　●ブラック 

①

❶
❷

❸

まずは試したい！という方に 無料お試しセット 今すぐお得に始めたい！という方に はじめてセット

アクアスリムをお使いで、ボトルを２本注文された場合
1,000円  +（1,200円×2本）＝3,400円（税別）となります。お支払例

「お水12ℓ」と「ウォーターサーバー」を無料で体験　※アクアスリムのみ 「お水12ℓ」の料金で36ℓ分。しかも設置月のあんしんサポート料が無料！

ウォーターサーバー
あんしんサポート料

12ℓ入りボトル ウォーターボトル（12ℓ）

1本 3本で1,200円（税別）1週間無料+ ⇒ +

あんしんサポート料　+　ボトル注文数
小学校入学前までプラン継続OK グッズプレゼント！！

ママがよろこぶ

※詳細は販売店よりご案内します。
※子育てアクアプランの割引は、
　はじめてセット設置の翌月から
　となります。

毎月 円（税別）500 OFF！

ご利用料金

※ボトル注文がない場合は、
　サポート料の1,000円（税別）のみです。

子育て プランアクア 妊産婦・6歳以下の未就学児が
いるご家庭対象

②
ウォーターサーバー
あんしんサポート料

アクアファブ

アクアウィズ2年割プラン
あんしんサポート料
2,000円+消費税/月
(2年毎のお申込み・自動更新)
※アクアウィズ2年割プランを適用
されない場合、安心サポート料は
3,000円+消費税/月

アクアウィズ

期間中、アクアクララに新規でご加入いただいた方にもれなく！！
レコルトエアーオーブンまたはソーダストリームジェネシス v2のどちらかお好きな商品プレゼント！！

上記以外の商品もあります！  詳しくは 宮崎液化ガスのHPをチェック▶▶▶▶▶
 宮崎液化ガス（株）都城営業所　TEL0986-38-6200

レコルト
エアーオーブン

アクアクララ販売代理店 

かならずもらえる
キャ ン ペ ー ン 2 0 2 0 夏今だけ！

選べるプレゼント まで
（水）9 30／

キャンペーン期間

油を使わないで簡単に
揚げ物ができるエアフ
ライヤー。これ 1 台で
様々な料理が作れます。

ソーダストリーム
ジェネシス v2
アクアクララのお水がわずか
数秒で新鮮な炭酸水に。
フルーツを漬けたり、お酒を
割ったりお好みでどうぞ！

月額400円（税別）月額400円（税別）ご入会3ヶ月は月額400円が無料！

トラブルかけつけサポート

水廻りのトラブル

24時間365日受付対応
下記3項目のサービスは応急処置まで無料となります。

【対応内容】
●排水つまり　●トイレつまり　●配管からの水漏れ　等
【無料対応内容】
●現場点検・調査　●シールテープ処理　
●ラバーカップ・ローポンプでの排水つまり除去 等

家具の移動
●お部屋の模様替えの際のお手伝い　
●サービススタッフが家具の移動をお手伝い
※引越し・リフォームによる家具の移動は行えません。

窓ガラスのトラブル
【対応内容】
●ガラスが割れてしまった　●ガラスにひびが入った　等
【無料対応内容】
●破損したガラスの片付け　●ベニヤ板等の応急処置 等

鍵のトラブル
【対応内容】
●鍵を忘れてしまった　
●鍵をなくしてしまった 等

照明管球交換
●お部屋の蛍光灯等の管球交換を
　お手伝い
※電球は事前にご準備ください。

高所設置窓の清掃
●高所設置窓の清掃をお手伝い
※足場設置が必要な場合は別途
　料金がかかります。

安心かけつけサポート安心かけつけサポート

優待サービス優待サービス

都 城都 城 1例1例

service

1
お手伝いかけつけサポート
24時間365日受付 対応時間9：00～17：00
下記3項目のいずれかを年2回までは基本出張費無料
（3回目以降有償）で対応いたします。

service

2

全国20万ヵ所以上の施設でご利用いただける優待サービスです。
お得な優待は何度でもご利用可能。同伴者の方もお使いいただけます。 ●ガス機器保証が5年→10年へ

●各キャンペーン時にガス機器購入価格割引
●クッキング講座受講料半額

野菜屋 宮丸商店

メンバーズカードを見せるだけ！
でお得になる店舗が増えました。 カード提示で

お惣菜1品

100円OFF100円OFF
宮崎ガスグループ暮らしサポートクラブ
・クラブオフのHPをご覧下さい▶▶▶

詳しくは

さらに会員メリット


