
材料（4人分）

❶じゃがいもは皮と芽を取り除き
1コを4等分に切ります。

❷鍋にじゃがいもを入れます。
　じゃがいもが隠れるまで水を入

れ、中火で火にかけます。

❸ぶくぶくと沸いてきたら火加減
は中火のまま10分間茹でます。

作 り 方

ちびかばクッキング
北海道在住で1男1女の母。食材をムダにせず、簡単に、自由に楽しく！
を心がけた料理レシピは、晩御飯にぴったりなものから、お弁当に最
適な作り置きおかず、体に優しい低糖質レシピなど豊富。2021年2月
に刊行された著書「手抜きじゃないよ、工夫だよ！かんたん自炊レッス
ン」（KADOKAWA）は、Amazonや全国書店にて好評発売中！

チャンネル登録はこちら

じゃがいもの
大きさは

あまり気にしなくても
OKだよ

マッシャーが
無くても大丈夫！
フォークでも
代用できるよ

生地は手のひらで
コロコロ丸めて

人差し指で押して
窪みを作るよ

チーズはおおよそ
ふたつかみだけど

お好みで
調節してね

小麦粉は少し
片栗粉や強力粉に
変えるともっと
モチモチ感が

でるよ

ニョッキは上に
浮いてくると

茹で上がった証！

＜ポテトニョッキ＞
じゃがいも
小麦粉
塩

4個
1カップ
ふたつまみ

1パック(200㏄)
ふたつかみ
小さじ1
適量

＜チーズソース＞
生クリーム
とろけるチーズ
顆粒コンソメ
白コショウ

＜彩りに＞
パセリ
レッドペッパー

適量
適量

レシピのわかりやすい
詳細動画は

このQRコードから

クリスマスパーティー気分♪
じゃがいもレシピ

2品紹介

年に一度の楽しいクリスマス　そして、北海道と言えば美味しいじゃ

がいも…その美味しいじゃがいもを使って、美味しいイタリアの代表

ニョッキがオススメです。モチモチしていてチーズとの相性も抜群！

楽しいクリスマスになります様に
Let'sガス火で

ちびかば
クッキング チーズソースのポテトニョッキ

ちびかばさん直伝ガスでじゃがいもを美味しく茹でよう

2 0 2 1年　 12月号

室蘭市日の出町2丁目44番1号☎（0143）44-3156 ☎（0143）45-6055室蘭市日の出町2丁目44番1号

ガスのある暮らしには未来がある

https://www.murogas.co.jp/

［ガス器具のご購入・修理のご用命は］

YouTubeチャンネル登録者数30万人超！

　      TENTO 室工大にカフェがOPEN！

大好評
Let’sガス火でちびかばクッキング
～チーズソースのポテトニョッキ～

クリスマスセール2021開催！
12/10㊎～12/12㊐ 出張ちょこっとガス展 in スーパーアークス室蘭中央店3階

ガスの暖房給湯エコジョーズフェア
出張ちょこっとガス展共同企画

サクサクして
辛味も少なく
オススメだよ！

じゃがいもは、どんなじゃがいもでも美味しく作れるので好きなじゃがいもを使ってね♪

生クリームは牛乳や豆乳を使っても大丈夫♪量を増やして気軽に作ってね！

マッシュしたじゃがいもは、冷凍保存も可能なので便利です♪(冷凍保存1か月OK)

❹じゃがいもの大きさにより時間
が異なるので竹串等を刺しすん
なり通るようならOKです。

❺じゃがいもをザルに上げ て、
ほっくりと仕上げたい場合はそ
のまま1分程放置し水分を蒸発
させます。

❻ニョッキの場合は水分を蒸発さ
せることなく直ぐに調理した方
がむしろ良いですよ。

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

ただのカフェではなく地域の皆さんが繋がる場へ…
室工大にカフェがOPEN！

キタアカリのホットサンド
留寿都村にあるキタアカリ発祥の農場「玉手農場」の
キタアカリがゴロッと入ったホットサンド。天然酵母を
使用した食パンはカリッと香ばしく、ツナ・粒マスター
ドが絡んだホクホクのじゃがいもが、たっぷりとサンド
されていて満足感抜群！一度食べたらリピートしたく
なる美味しさです。

自家製レモネード
お店で人気の甘酸っぱいレモネードは、北海道では珍
しいレモンの栽培に力を入れているNPO法人「さらら
壮瞥」の特産レモンを使用。国産ならではの無農薬栽
培で皮まで安心して食べることができるので、ぜひ味
わってみてください。

大きな窓から優しい光が差し込む店内。開放的でお洒落なスケルトン天井と、暖色の照明が落ち着く空間になっています。室蘭工
業大学の大学会館内にあり、学生の利用はもちろん、一般の方にも気軽に立ち寄っていただきたいカフェです。「ただのカフェでは
なく、地域の皆さんが繋がる場としても利用してもらいたい。室工大華道部や室工大卒業生による展示もしており、今後は様々な
イベントや発表の場としての活用を考えているので、お問い合わせお待ちしております。」とオーナーの宮地さん。

室蘭市水元町37-8 室蘭工業大学大学会館内
☎080-1447-8085
営業時間／11：00～16：30（平日）
　　　　　11：00～15：00（第2・4土曜日）
定  休  日／第1・3・5土曜日、日曜日、祝日
※イベント出店等により変動あり

Instagram
ten.to.ten＿

Twitter
tentoten＿

Facebook
tentoten.npo

TENTO テント

レジ横には地域事業者の商品が並ぶ

TENTO

店内の掲示板ではTENTOで使っている食材や
取り扱っている商品について知ることが出来る

〈試算条件〉
※従来の電気料金（北海道電力㈱(従量電灯Ｂ))と室ガスの電気（むろでん得得(従量電灯Ｂ))の比較です。
※2020年10月現在の電力量料金単価及び消費税率にて試算しています。
※試算には設備費用、工事費用、燃料費調整額、再生可能エネルギー促進賦課金を含んでおりません。
※附帯割引の適用には室蘭ガスとガス使用契約を結んでいる必要があります。
※本試算結果はあくまで参考目安であり、実際の支払額等をお約束するものではありません。
※実際のエネルギーコストはお客さまのライフスタイルや建築条件等により変動しますことをご了承ください。

室ガスの電気でもアークスグループの
ＲＡＲＡポイントが貯まります

がががが室蘭ガス室蘭ガス室蘭ガス室蘭ガス をををを
おススメするにはおススメするにはおススメするにはおススメするには
「電気」

ならご使用のガス機器によって
お得になります！

附帯割引やってます‼附帯割引やってます‼

契約件数2,000件突破！契約件数2,000件突破！

訳がある‼訳がある‼

どなたでも
従来の電気料金より｢電力量料金単価｣が

3％おトク！
※従来の電気料金(北海道電力㈱(従量電灯Ｂ))から
　室ガスの電気(むろでん得得(従量電灯Ｂ))へ切り替えた場合

従来の電気料金より
｢電力量料金｣がご使用のガス機器に応じて

1 2％おトク！約 ~ 5％おトク！約

プラス
室蘭ガスご利用

30Aのご契約で年間2,800kWhご利用なら

約3,000円おトク年間で！
40Aのご契約で年間4,000kWhご利用なら

年間で！

モデルケース１モデルケース１
ご使用ガス機器

給湯器

コンロご夫婦２人

附帯割引

4約 %
割引

ご使用ガス機器

給湯器

暖房機3人家族

附帯割引

5約 %
割引

約5,700円おトク

モデルケース２モデルケース２

ten to ten

室ガス営業グループの
インスタグラム
楽しく毎日
投稿中！

エコジョーズ
インスタグラムの
お問い合わせは

室蘭ガス営業グループ
0143-44-3156

ガスの暖房給湯
出張ちょこっとガス展共同企画

エコジョーズフェア

●エコジョーズ取り替えお見積り

●ガス・電気・灯
油の

　　　　光熱
費無料診断！

12/10㊎・11㊏・12㊐ 金曜日・土曜日/10：00～16：00 日曜日/10：00～15：00

開催場所：スーパーアークス室蘭中央店3階

製作・印刷／株式会社日光印刷

実際にガスのエコジョーズに
替えたお客さまの声

13年使用した電気温水器を思い切って
ガスの暖房給湯にしたら、家がすぐに
暖まるようになってびっくりしたわ！
ガスか電気か灯油かで、全然違うのね。

エコジョーズにすれば「エコ割」で
1 年中ガスの割引料金を使えて、使
用する時間も気にすることが無くなっ
てストレスがへったのもよかった！

部活をしている中学生の子供たちがバラバラにお風呂
にはいるから、「追い焚き」が使えるようになってみん
な喜んでるの！湯切れの心配がないのもポイントね。

給湯器をお取替えされる際には、
“暖まらない部屋があった”
“不凍液が垂れているパネルがあった”
などご不便されていた悩みもお聞かせ
ください！まとめて解決します！

母恋南町Ｋ様
2019年エコジョーズ

お取り付け

すごいぞエコジョーズ
瞬間湯沸器方式だから、いつでもきれいな
お湯を使えます。
今までの給湯器より“効率よく”暖房できる
ので、ガスの使用量自体を減らせます。

エコジョーズ専用料金メニュー「エコ割」は、
1㎥当たりの単価が一般料金の約半額！
しかも、コンロや乾太くんの使用量もエコ割
適用！

１ じゃがいもは皮をむき、耐熱容器に入れる。さっと濡らした
　 キッチンペーパーをじゃがいもの上に被せ、さらにサラン 
　 ラップを落し蓋のように被せ、600W14分で電子レンジで
　 加熱する。じゃがいもを加熱している間に、鍋にたっぷり
　 のお湯を沸かす。

２ 鍋にお湯を沸かしている隣で、チーズソースを作る。
　 火を点火していない状態のフライパンに、生クリーム、 顆 
　 粒コンソメ、とろけるチーズをふたつかみと、白コショウを 
　 入れる。中火で火にかけ、ゆっくり混ぜながらチーズを溶か 
　 していく。

３ 2のチーズソースはチーズが溶けてグツグツしたら火を止
　 める。1のじゃがいもの加熱が終わったら、キッチンペー
　 パーとサランラップを取り外す。少し硬いようであれば、 さ
　 らに1～2分加熱し、マッシャーなどで丁寧につぶす。

４ マッシュしたじゃがいもに小麦粉を加え、ヘラで全体に混
　 ぜる。小麦粉が馴染んできたら、塩をふたつまみ加えて混
　 ぜる。じゃがいもが手で触れる温度になったら、捏ねて生
　 地をまとめる。

５ 4で捏ねたじゃがいもの生地は一口大に丸め、 真ん中に人
　 差し指で窪みを作る。1で沸いたお湯に投入して、ニョッキ
　 が全部茹で上がったら3で作ったチーズソースに移す。

６ チーズソースは再び中火で火にかけ、ニョッキにソースを
　 絡ませる。 ソースをゆるくしたい場合は牛乳や豆乳でお好
　 みにのばしてOK。ソースが絡んだら適量をお皿に盛り、彩
　 りにパセリとレッドペッパーを可愛く飾ってできあがり。

エコジョーズフェアで

エコジョーズに取り替え

ご相談いただいた方へ

スペシャル特典

プレミアムハンドジェル 500ml
プレゼント

アークス・ホームストアで使える
RARAポイント10,000pt進呈！



10回焼いた後の比較

※掲載のQRコードのコンテンツ及び動画は、サービスを中断または終了する場合があります。ご了承ください。※紙面の写真・イラストはイメージです。内容は変更になる場合がございます。※㋱はメーカー希望小売価格です。※ビルトインコンロ標準取付工事費、レンジフード標準取
付工事費はビルトインコンロ、レンジフードが設置されているお客様宅にて、同等商品へお取替えになる場合を想定しております。また、設置状況により追加工事を申し受けることがございます。※写真・イラストはイメージです。内容は一部変更になる場合がございます。

クリスマスセール 2021

PA-A64WCK
㋱93,280円（税込）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点よりご来場のお客様への検温と消毒を行わせて頂きます。また、会場
の混み具合によっては、待機スペースにてお待ち頂く場合が御座いますので、予めご了承お願い致します。急激な
拡大・緊急事態宣言等の状況により、止むを得なく中止することがあります。ご理解賜りますようお願いします。

ご来場の
お客様へ
お願い

12/10 11 12日土金

ちょこっとガス展
開催のご案内

今年最後の出張ちょこっとガス展！
スーパーアークス室蘭中央店

３階特設ショールームにて開催致します。

ガス機器のご購入・修理等に関するご相談は室ガスサービス株式会社（室ガスグループ）までお電話ください。電話：0143-45-6055 住所：室蘭市日の出町2-44-1
専門スタッフがご対応いたします。 お見積り無料!

一部商品の納期遅延に関するお知らせ
高速回転するディスクが
油をブロック。フードファ
ンのお掃除不要。

キッチンに残った気にな
るニオイ、煙を24時間運
転で排出。

1分～200分でタイマー
設定ができ、コトコト煮も
自動で火力調整。

通常120分の消し忘れ消
火を、ボタン一つで30分
で自動消火。

オイル
スマッシャー

常時換気

煮込み
機能

あんしん
モード

レンジフードの設置環境
に左右されない一定風量
制御による安定稼働。

ビルトインコンロの入切
に連動してレンジフード
も自動連動で入切。

同時調理がしやすく、効
率よくお料理。

1分単位で時間設定がで
きるタイマー機能。設定
時間後は自動消火

DCモーター

連動機能

コンロ
タイマー

調理
タイマー

積算使用時間により、お
手入れのタイミングをお
知らせ。

焼網を使わず多彩なグリ
ル料理ができ、スイッチ
一つで自動調理。

グリル庫内のニオイやベ
タつき感を軽減。

専用の炊飯鍋を使いガス
ならではの炊き上がりで
お米を炊きます。

お手入れ
ランプ

オート
メニュー

グリル
クリーン

炊飯機能

照明がLEDランプの為、
省エネで長寿命。

標準グリルより幅が大き
く、奥行きも深い。

強火の炒め物からトロ火
の煮込みまで左右どちら
でも使用可能。

LED照明

ワイドグリル

Wワイド
火力バーナー

各種機能説明一覧

新型コロナウイルス蔓延の影響を受け、街がロックダウンされたことなどにより、国
外工場から日本に部品を輸出できなくなっています。その為、日本国内の製品の納
期が遅れていますので、購入をご検討の際は当社スタッフまでご確認ください。
(2021年12月1日時点)

2021年12月1日水～12月28日火価格有効期間

清掃性・
満足度No.1の
おすすめ
レンジフード！

アールプラスレシピで
おいしいをカンタンに

操作しやすい
独立スイッチ
コンロ点火に
自動で連動！

当社おすすめ！ビルトインコンロ＆レンジフード

テーブルコンロ

ガス給湯器

標準取付工事費・配達・処分費無料！

2年保証

5年保証

❶

円190,000円190,000（税込）

OGR-REC-AP752SV
標準取付工事費コミコミ価格！

㋱234,300円（税込）

お見積り
商  品

お見積り
商  品

75cmタイプ

LED照明

DCモーター

連動機能

オイルスマッシャー

お手入れランプ

75cmタイプ

LED照明

常時換気

連動機能

ノンフィルター

お手入れランプ

セール
特別特価

❷

円130,000円130,000（税込）

NFG7S22MSI
標準取付工事費コミコミ価格！

㋱157,300円（税込）

セール
特別特価

Check!

クララ

❸

円135,000円135,000（税込）

RHS31W32L22RSTW

標準取付工事費コミコミ価格！

㋱244,200円（税込）

セール
特別特価

❺
N2WS7PWAS6STE ㋱198,000円（税込）

60cmタイプ

イージークリーン

炊飯機能

オートグリル

スモークオフ

連動機能

60cmタイプ

オートメニュー

炊飯機能
ワイドグリル

ラックリングゴトク

連動機能

人気No.1コンロがリニューアルで新登場 3年保証

ご成約特典

ご成約特典

炊飯鍋（5合）

炊飯鍋（3合）

ミトン

クックBOX
（ワイド）

炊飯鍋
（3合） ラ・クックグラン 炊飯鍋（5合）

同梱品のラ・クック使用で
庫内の汚れ99.9%カット

❹

円126,000円126,000（税込）

PD-821WS-60GX

標準取付工事費コミコミ価格！

㋱234,300円（税込）

セール
特別特価

60cmタイプ

オートメニュー

炊飯機能

ワイドグリル

煮込み機能

連動機能

焼き網での調理 ラ・クック（ふた有り）での調理

どちらか選べるスペシャル特典！

ご成約特典

グリル庫内を汚さない清潔・簡単・安心コンロ 3年保証

多機能パン ラ・クックグラン

炊飯鍋（5合）

OR

配達・取付・処分・ゴムホース
ホースバンドコミコミ価格！

円105,000円105,000（税込）

標準取付工事費コミコミ価格！

セール
特別特価

ご成約特典ご成約特典

円90,000円90,000（税込）

円44,000円44,000（税込）

標準取付工事費コミコミ価格！

セール
特別特価

シンプルでスッキリ！2口タイプコンロ 3年保証 シンプルな操作性で使いやすさ抜群コンロ 3年保証

ご成約特典

炊飯鍋
（3合） ミトン

❻

❼

RTS65AWK14RG-C
㋱107,580円（税込） 円49,800円49,800（税込）

❽

PD-509WS-60CV ㋱148,500円（税込）
60cmタイプ

あんしんモード

炊飯機能
ワイドグリル

調理タイマー

PA-S42BMA
㋱51,480円（税込） 円29,800円29,800（税込）

円220,000円220,000（税込）

❾

RT64MH7R2-C

スタンダード

㋱55,880円（税込） 円31,800円31,800（税込）



※表示価格は標準取付工事費込です。但し、排気筒２ｍ２曲以内に限ります。
　その他の工事費、材料費は別途お見積りとさせて頂きます。

標準取付工事費コミコミ価格！ 標準取付工事費コミコミ価格！

円90,000円90,000（税込）

㋱176,000円（税込）
RUX-V1615SWFA（A）-E

 ㋱323,400円（税込）FH-204APDT
FF20号追焚き付給湯器

㋱42,900円（税込）MFC-702V

お見積り
商  品

お見積り
商  品

屋内壁掛型・強制給排気 屋内壁掛型・強制給排気

9月に開催を予定しておりました『出張ちょこっとガス展』ですが、
緊急事態宣言の発令により止むを得ず中止とさせていただきました。

「ゆっくりガス機器を見て説明を聞きたかった」とのお声も数多く頂き、
ご来場を予定されていたお客様に多大なご不便とご迷惑を

お掛けしてしまいました。

金曜日・土曜日／10：00～16：00 日曜日／10：00～15：00

年末の大掃除を前に
お手入れ・お掃除ラクラクな
最新ガス機器を数多く
展示致します！

出張
室蘭市日の出町
2丁目44番1号

0143-45-6055☎ガス機器の購入、
修理の際は

60cmタイプ 60cmタイプ

59cmタイプ 59cmタイプ

FE16号給湯器

そこで今回！やっちゃいます！

オート調理


