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いるまるくん

お問い合わせ：　　　0120- 311485　会場：入間市扇台1-5-25　入間ガスショールーム

秋まつりに先駆けて10/10（土）～10/25（日）の間先行販売会を開催いたします。
リフォームも機器も販売価格は秋まつりと同じです。
来場記念品もご用意しておりますので是非お越しください。

Ⓡ

開催場所：入間ガス株式会社本社

秋まつりならではの特別価格でご案内！ 購入ご検討中の方はもちろん、
マイホームに関するご相談もお気軽にどうぞ！

ジューシーな鶏肉を
カリッカリに焼きます！

◎横手やきそば 栄屋
秋田の人気B級グルメが
入間で味わえます♪

◎おからドーナツ
サクッと、ふわっと、軽
くてやさしい甘さが
くせになりますよ♡

・デコスイーツ オーナメント作り
本物のクッキーそっくり
な可愛いオーナメントを
作ってね♪

キラキラで透明なキャンドルを作ろう！
ミニツリーを入れるクリスマス風♪

・ジェルキャンドル

パーツ盛り放題♪
・オリジナルカチューシャ作り

料理教室講師　鈴岡先生の
パンを限定販売！
※完売次第終了

ほっぺに、うでに、きらきら
ペイントをしてもらおう！

とんで、跳ねて、いっぱい
遊ぼう！

和菓子や大好評の
お団子を
販売します♪

狭山市で人気の
販売所が
特別出展♪

◎クレープ
　エルアミーゴ
こだわり生地の
　　　　クレープ販売

◎Tstyle
エスプレッソベースの本格
コーヒー&手作り雑貨を販売。

◎ゆきあいす
ミルク味の氷にフルーツ
やチョコレートのソース
が絶妙なかき氷！

Ｊリーグ会場や大型ショッピングモール、各種イベントで人気のお店が大集合！

お姉さんの素敵な歌声と
動物たちのキレッキレ
ダンスに注目

大人気☆バルーンアート
をプレゼント。

ガスオーブンで焼いたクッキー
に楽しくデコレーション☆

旬のりんごを使った
パンケーキ作り♪
※いずれも
　なくなり次第終了

11月7日（土）・8日（日）11月7日（土）・8日（日）開催日時：
9時30分～16時 （受付は両日共に終了30分前まで）

大抽選会（要招待状）
・有名テーマパーク（浦安）ワンデーパスポート 5組10名様
・会場内で使える600円分のクーポン 100名様

※雨天決行。悪天候の場合イベントを中止する事がございます。ご了承ください。

※写真、イラストはイメージです

◎コンフィコンフィ

参加無料

2枚 500
円 1個 500

円

1個 500
円

300円～

300円～

●【ガス機器販売・ご相談&リフォーム受注・ご相談】
　Aルート　入間ガス→霞川団地→東町団地→グリーンヒル→入間ガス

　Bルート　入間ガス→リバーサイド→仏子団地→入間ビレジ→入間ガス

　Cルート　入間ガス→黒須団地→入間市駅南口→入間ガス　※時刻表は招待状に同封

●【無料バス】駐車場が少ないので…ぜひご利用下さい！

【招待状お届け時期】10月中旬～下旬にご自宅ポストにお届けします！お楽しみに！

Welcome

わくわ
く♪

いっぱ
い！

招待状のスクラッチを削って  アタリ  が出たら…
じゃが芋詰め放題 または 旬の♪信州リンゴ と交換。
「アタリ」が出たら受付で引換券をお渡しします。
当日会場でどちらかお選びください！
※なくなり次第終了。引換は7日・8日に会場内でのみ行います。今回より

名称変更

※食べられません

そんな方に朗報です！⬇⬇⬇ ⬇⬇⬇

秋まつりに
日程が

合わない
器具を買い

たいけど

秋まつりま
で待てないただし…ただし…ただし…

▶開催時間：①9：30～11：30  ②13：00～15：30　▶開催場所：スマイルキッチン（料理教室）

参加無料 参加無料

当日込む中
では

ちょっと・・・



イラスト

ギャラリー
楽しいイラストありがとうございます。
皆さんからいただいた、「間違い探し」
の応募はがきにあるイラストをご紹介
します。今後も「エナジーいるま」の
紙面で紹介しますので、皆さんどん
どんイラスト送ってください。 　　　
　　　　　　　　　     編集担当者より

上の②の絵には、①と違う場所が10ヶ所あります。②の絵に違っている部分を
赤ペンで囲み、切り取り線で切り、ハガキに貼って郵送してください。

クイズの答を貼ったハガキに①住所・②氏名・③年齢・④当社、またはエナジー
いるまへのご意見・ご感想、お書きになったイラストなど、ご記入ください。
宛先：「入間ガス（株）総務広報課」　〒358-0023 入間市扇台1-5-25
締切：平成27年10月31日　当選者には11月に景品をお送りします。

・問　　題：

・応募方法：

図書カード 千円分
20名様プレゼント

 間違い探し
レシピ 

◀ 金田様
　13歳

高橋様 ▶
14歳

※スマイルキッチンは貸出も行っております。詳細はお問合わせください♪

参加者募集！！参加者募集！！

※ダウンロード版の場合、間違い探しの応募については、紙に印刷した上、上記方法により応募してください。

入間ガスファン倶楽部（仮称）改め
いるまるくん倶楽部会員募集のお知らせ

　　　　  入間ガスのファン倶楽部、その名も「いるまるくん倶楽部」が
7/1より、会員募集をスタート！！ たくさんの方の入会をお待ちしております。

いるまるくん
倶楽部は……

・入会金、年間費は無料
・3つの会員ランクを設け、ランクごとに特別特典をご用意。

ビギナー会員

・ポイント5個ごとに素敵な粗品プレゼント
・ポイント15個貯まると、当社主催の教室1回無料

とにかく気軽に教室に参加したい方にお勧め。
会員登録、手続き等は必要ありません。
今までのポイントサービスと同じです。

主な特典

主な特典

主な特典

ゴールド会員

・対象教室への優先抽選による参加が可能
・グループ会社の「入間ガスサービス」から商品を購入する際、3％の割引特典
・当社主催のイベント（春、秋のガス展などや、その他イベント）への特別招待

会員登録が必要になります。登録後は、こちらのランクからスタート
も可能です。気に入った教室へなるべく参加したい方にお勧めです。

プラチナ会員

・ゴールド会員の特典に加え、プラチナ会員参加限定の教室への参加が可能。
・通常の料理教室への参加無料（年1回）、貸出教室無料（年1回）

当社主催の教室に毎年1月～12月の期間に、一定回数教室に参加さ
れた方を当社が認定する会員様です。

℡：04 - 2964 -1571／平日9時～17時
Ｅメール：smile-kitchen@irumagas.co.jp

入間ガス（株）　総務部企画課　いるまるくん倶楽部 担当者まで

「いるまるくん倶楽部」入会のご希望、お問い合わせの連絡先● ● ● ● ● ●

料理教室の予定は　入間ガスホームページで公開中♪ ショールーム、料理教室でも予定表を配布しています。
希望者には毎月郵送いたします♪　　ホームページ＝http://www.irumagas.co.jp

7月より

10月より

入間ガスの料理教室入間ガスの料理教室入会金・
年会費

０円！

ガスを安全に使用していただくためのポイント

ガスコンロも安心、快適にお使いいただけるよう、進化しています

温度センサー
鍋底が250度になる
と火力を自動調整。
揚げ油の自然発火を
防ぎます。

立ち消え
安全装置
煮こぼれや風
で炎が消え
るとガスを自
動で止めます。

全
て
の
コ
ン
ロ・

バ
ー
ナ
ー
に

搭
載
！

下記のような安全・便利機能
を備えた商品もあります。

暮らしに
併せて…

コンロ消し忘れ&グリル消し忘れ機能
万が一消し忘れても、一定時間経過する
とガスを自動で止めます。

安全 鍋なし検知機能
鍋が載っていないと点火しません。使用中
に鍋を外すと自動で小火になります。

安全 感震停止機能
機器本体が震度4以上を感知すると自動
消火します。

便利 温度調節機能
設定温度になると音でお知らせ。フライパ
ン調理ではホットプレート感覚で使用でき、
温度管理が難しい天ぷらも楽々調理♪

便利 ダッチオーブン機能
グリルでオーブンのような調理をお楽しみ
いただけます！

ご紹介した機能は一例です。
ぜひ実物を見に、入間ガスショールーム
にお越しください。

検索ゆるキャラグランプリ
※グレードに応じてコンロに備わる機能は異なります。

QQ&AA 異変があったとき、どうすればいいの？
Q

A

Q

A

Q

A

マイコンメーターがガスを止めるのはどんなとき？
Ａ． 大きな地震のとき　Ｂ． 停電のとき　Ｃ． 断水のとき

正解は、Ａ．大きな地震のとき
マイコンメーターは大きな地震や多量のガス漏れが発生したときにガスを止めます。
停電や断水してもマイコンメーターによりガスを止めることはありません。

ガス漏れに気づいたとき、まずすることは？
Ａ． 電灯をつけ確認する　Ｂ． 換気扇をまわす　Ｃ． 窓を開ける
正解は、Ｃ．窓を開ける
まず最初に窓や戸を開けて、漏れたガスを外へ逃がしてください。電灯をつけたり、
換気扇をまわすとスイッチの火花で、漏れたガスに着火する恐れがあり危険です。

ガス機器を使うとき、換気をするのはなぜ？
Ａ． 暑くなるから　Ｂ． 煙がでるから　Ｃ． 新鮮な空気が必要だから
正解は、Ｃ．新鮮な空気が必要だから

ガスが燃えるには新鮮な空気が必要です。換気（給気と排気）が不十分な状態でガス機器を
使用すると不完全燃焼となり、有毒な一酸化炭素（ＣＯ）が発生し中毒になる恐れがあります。

★

★

★

&

※エナジー・料理教室を
Webで公開中
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