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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］

　韓国ブームの今、インスタ映え間違いなしの韓国風カフェも話題で、
昨年シャンシャン通りにオープンしました。外観・店内ともに白を
基調としていて、つい写真を撮りたくなるフォトジェニックな空間は、
まるで韓国旅行に来ているかのような気分にさせてくれます。メイ
ンメニューはシェイクなどのドリンクとケーキで、人気のガトーショ
コラはしっとり濃厚で本格的な味わいです。店内では韓国のジュー
スや話題のお菓子も販売しているほか、期間限定でＢＴＳをはじめ
とした人気アーティストのカップホルダーの配布もあるので気にな
る方はＳＮＳをチェックしてみてください。

室蘭市中島町1丁目32-3
営業時間／11：30～18：00（L.O.17：30）
定  休  日／月曜日＋不定休
※火曜日はドリンクのみの提供
※テイクアウトOK
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製作・印刷／株式会社日光印刷
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　      フォトジェニックな韓国風カフェ
　      café pipi
Let’sガス火でちびかばクッキング
～春のタケノコ 簡単メンマ～

室蘭市の新しい施設で活躍！

天然ガスコージェネレーションシステム
 
スプリングセール2022開催！

フォトジェニックでかわいらしい韓国風カフェ

Twitter

ガス・電気のお引越し手続きはお早めに！
室ガスの

ガス・電気のお引越し手続きはお早めに！
室ガスの

お引越しの際の、ガス・室ガスの電気のご使用開始・中止は
お電話にてお申し込みください。

☎0143-44-3156

お願い

混雑が予想されますので
お早目のご連絡を
お願いいたします

　室蘭市の公共施設や商業施設、病院、工場などいろいろなところで天然ガスは、都市ガスと
して活躍しています。大きな建物では発電もしているんですよ！今回は新たに室蘭市に仲間入
りした「えみらん　ＤＥＮＺＡＩ環境科学館・室蘭市図書館」をご紹介いたします。 　土に埋まっているガス管（亜鉛メッキ鋼管）は、古くなって腐食が進む

とガスが漏れる恐れがあります。都市ガスを安心してご利用いただくため
に、腐食しないガス管への早めの交換をお願いします。

１：えみらんの屋上に設置されたマイクロコージェネレー
ション発電システム。環境負荷の低い天然ガスのエンジ
ン発電機により発電し、その際に発生する熱を給湯や冷
暖房に有効利用します。また、停電の時も発電をし続け
ることが出来るので安心です。

２：館内の冷暖房空調、お湯を作ります。ガス吸収冷温水機
は、フロンを全く使用しないので、環境性にも優れてい
ます。更に省エネルギー、省管理を実現する、時代のニー
ズに合った空調システムです。

３：建物内に暖房、冷房、お湯を送り出す設備
４：環境科学館の環境コーナーには「家庭用燃料電池エネ

ファーム」の仕組みがわかるパネルがあります。チェッ
クしてみてください！

５：環境科学館の入口すぐにある「ウォッチングモルエラニ」
は専用タブレットを床に広がる室蘭の地図にかざすと室
蘭のものづくりやエネルギーへの取り組みについて調べ
ることができます。

６：２０２１年１２月２５日 雪のクリスマスにグランドオープン!

天然ガスコージェネレーションシステム天然ガスコージェネレーションシステム
室蘭市の新しい施設で活躍！
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天然ガスコージェネレーションは、電気を使う場
所で作り、その時に出る「熱」を捨てずに「暖房」

や「給湯」に利用するので、エネルギーのムダが少な
いです。約70～90％を使いきることができるので環境
にやさしいシステムです。

入江運動公園総合体育館　2022年春オープン
　入江運動公園内に現在建設中の入江運動公園総合体育館にも天然
ガスの冷暖房空調やガス吸収冷温水機が採用されています。
　バドミントンコート10面、バスケットボールコート・バレーボー
ルコート2面を確保できる新しい室蘭のスポーツ施設です。

古くなったガス管交換のお願い古くなったガス管交換のお願い

ガス管の交換については、お電話からお気軽にご相談ください

ご存知ですか？敷地内のガス管はお客さまの大切な資産（所有物）です！ご存知ですか？敷地内のガス管はお客さまの大切な資産（所有物）です！

ガス管の腐食が進むとガスが漏れる恐れがあります！ガス管の腐食が進むとガスが漏れる恐れがあります！

ガスメーターは
ガス事業者の
所有物です。

（サブメーターを除く）

ガス本支管は
ガス事業者の所有物 敷地内のガス設備は

お客さまの所有物

ガス設備には
お客さまの所有物

と
ガス事業者の所有物

があります。

お客様の敷地
道路側

　土の中に埋められたガス管は古くなって
腐食が進むとガスが漏れることがあります。

ガス管の腐食状況

土の中でガス管の腐食が
進行しています。

埋設後
10年が経過

埋設前の
ガス管

埋設後
20年が経過

場所に合わせ
最適なガス管に
お取替えします ポリエチレン管

ポリエチレン被覆鋼管

腐食や地震に強いポリエチレン管など
に交換することをおすすめします。

災害対策にも有効です!災害対策にも有効です!



レンジフード

小型湯沸器 ガス給湯器

テーブルコンロ

ビルトインコンロ

作 り 方

材料（4人分）

無水調理鍋「　　 　　　」が登場！

※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
　は別途お見積りさせて頂
　きます。　

※長蛇口使用の際は
　別途費用が掛かります。

※ウォーターシールイメージ

レジェロ

レジェロ

・たけのこの水煮 2本
・鶏がらスープの素 小さじ1
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ2
・砂糖 小さじ2
・醤油 大さじ1と1/2
・輪切り鷹の爪 適量
・ごま油 適量

スプリングセール 各メーカー納期遅延について

「おいしい食事を毎日手間なく」がコンセプト

P o i n t ❷

P o i n t ❶

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により部品供給に影響し、
全国的に一部の商品に納期遅延が発生しております。
予約注文となり、入荷次第ご連絡をいたします。
何卒ご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。2022開催

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！

配達・取付・使用説明・廃棄処分費、ゴムホース・
ホースバンド、全てコミコミ価格！

出張料、取付工費
ガス接続まで

全てコミコミ価格！

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

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

PH-5BV（元止式）
㋱40,150円
（税込） 円36,300円36,300 （税込）

円19,800円19,800 （税込）

RUX-V1615SWFA（A）-E

RBO-MN22（22cm）

屋内設置壁掛けタイプ

㋱176,000円
（税込）

㋱27,500円（税込）

円99,000円99,000 （税込）

円190,000円190,000 （税込）

円130,000円130,000 （税込）

円135,000円135,000 （税込）

2年保証☎☎
電話注文
ＯＫ

❹ ❺

❻ ❼

❶ ❷
60cmタイプ

オートグリル

イージークリーン

炊飯機能

水無両面焼グリル

59cmタイプ

あんしんモード

揚げもの機能

煮込み機能

水無片面焼グリル

お見積り
商  品

お見積り
商  品

お見積り
商  品

お見積り
商  品

クララ

❸

75cmタイプ

連動機能

抗ウイルス抗菌

オイルスマッシャー

お手入れランプ

LED照明

不完全燃焼防止装置

凍結予防ヒーター

75cmタイプ

連動機能

ノンフィルタータイプ

お手入れランプ

LED照明

常時換気

OGR-REC-AP752SV
㋱234,300円（税込）

NFG7S22MSI
㋱157,300円（税込）

5年保証2年保証

3年保証

一部のセンサー付きガスコンロには「湯わかし」「温度設定」「タ
イマー」などの便利機能が搭載されています。

「レジェロ」は、これらの機能を組み合わせて使用することで、
コンロに過熱を任せられる「おまかせタイマー調理」に対応します。

高品位アルミを採用し、昇温速度・温度分布に優れ食
材に手早く均等に熱を加えることが出来ます。
また本体とふたの隙間に水の膜を作るウォーターシール
効果により鍋の内部が密閉状態に保たれ、無水調理性
能を高めます。

無水料理はモチロン、蒸しや
煮るなど火加減の難しい調理も
これ一台！オーブン風調理も出
来ちゃいます！

価格有効期間
2022年3月1日（火）～
3月31日（木）まで有効

オ ス ス メ 最 新 商 品 情 報 ！

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!

※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。

Let'sガス火で

ちびかば
クッキング

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YouTubeチャンネル登録者数30万人超！

春が待ち遠しい季節になって来ましたね…
そこで、いつものメンマも簡単に手作り♪
お弁当にも！おつまみにも！おかずにも！トッピングにも
最高です。さぁ！皆さんのアレンジを加えても良し！是非、
美味しく食べてね。

作り方の詳細はこちら作り方の詳細はこちら
【たけのこ】を使ったレシピ 

作り置きにもオススメ！
【3品紹介】

春のタケノコ 簡単メンマ

できあがったメンマは冷蔵で10日間保存可能！
ラーメンのトッピングはもちろん、刻んでチャー
ハンに入れても美味しいよ♡
色んな料理のアクセントに使ってね！

１ たけのこは縦に半分に切り、更にスライスする。

２ たけのこをフライパンで中火で火にかけ、すぐに酒、みりん、砂糖を
　 入れて混ぜる。続いて、醤油、鶏ガラスープの素、お好みで適量の
　 鷹の爪を入れ、2～3分ほど調味料を煮立たせ馴染ませる。

３ 仕上げにごま油を入れサッと混ぜたらできあがり。

たけのこの中にある白いツブツブ「チロシン」は、体に大切な栄養のアミノ酸
のひとつ。洗い流さずに調理してね！時間が経つと自然と溶けて無くなること
が多いですが、もし残っていたとしても、食べてOKなので安心してください♪

教えて！ちびかば先生

ご成約特典

炊飯鍋
（3合） ミトン

※センサー付コンロ例

当社人気No.1の
シンプル＆スマートなガスコンロ

RHS31W32L22RSTW
㋱244,200円（税込）㋱244,200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
ご成約特典

炊飯鍋
（3合） ミトン


