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現　地
室蘭市祝津町
2丁目112番

レシピでは4倍濃縮を使っているけど、別な濃縮でも分量を変えれば同じようにつくれるよ♪
  ●ストレート　　　大さじ2と小さじ2　　 ●2倍濃縮　　　大さじ1と小さじ1
  ●3倍濃縮　　　　大さじ1弱　　　　　   ●5倍濃縮　　　小さじ1と小さじ1／2強

・合い挽き肉 200g
・玉ねぎ 1／2個
・卵 2個（目玉焼き）
・レタス お好みで

・塩コショウ 適量
・片栗粉 小さじ1
・バター 大さじ1
・めんつゆ（4倍濃縮） 小さじ2
・ウスターソース 大さじ2
・トマトケチャップ 大さじ2

古いガス管が心配だなぁ
土の中に埋められている白ガス管は、交換しましょう！

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］

今年 2 月に室蘭市中島町にオープンした GRATEFUL’S 室蘭店は、
北海道初出店のバーガーショップ。オーナーは室蘭出身で “室蘭に
ないような場所を提供したい”という思いで OPEN しました。
特徴は細部にまでこだわったハンバーガーにあります。バンズのパンは
前日から 6 時間かけ発酵して仕込み、毎朝店内で生地から焼き上
げるため香ばしくふわふわ。パティも注文を受けてから一つひとつ丁
寧に手ごねして焼き上げます。
7 月にはハワイアンドーナツのマラサダ、ピザも販売開始予定です！
ぜひ一度ご賞味ください。

◀手前：girl‘s人気No.1「アメリカンコブ」
　奥：boy’s人気No.1「NY BLT」

落ち着いた空間の店内は
カウンター、ボックス席のほか
ソファ席もありゆったりできる

室蘭市中島町1丁目21-4
グリンデパート1F
電話番号／0143-84-5342
営業時間／ラン チ  11：00-14：30 （L.O 14：00）
　　　　　ディナー 17：00-20：00 （L.O 19：30）
定  休  日／水曜日

室蘭店

GRATEFUL’S室蘭店

日常から「エスケープ」したような空間と時間が過ごせる
こだわりの詰まったバーガーショップ

製作・印刷／株式会社日光印刷

2 0 2 2 年　 6月号

　      北海道初出店！こだわりの詰まったバーガーショップ
　      GRATEFUL’S 室蘭店
Let’sガス火でちびかばクッキング
～ちびかば流かけるハンバーグ～

都市ガスご採用！ゆめみの岬 祝津 分譲中！
 
初夏の大感謝セール2022開催！

Webサイト

グレイトフルズ

都市ガスご採用
祝津造成地大好評分譲中 !!

ゆめみの岬 祝津

建築指定建設会社・売主：川田建設工業・住まいのウチイケ・宇佐美建設祝津宅地開発共同企業体

室蘭を代表する景勝地、絵鞆岬のふもとに広がる街。
自然環境に恵まれた静かさが心落ち着く暮らしを叶えます。
室蘭市立みなと小学校、室蘭市立西中学校の学区です。　

室蘭市宮の森町4-2-21 Uビル2F
TEL0143-46-1020　FAX0143-46-2022
https://usamikensetu.co.jp/

建設業許可／北海道知事許可（般-3）胆 第3333号
宅建業免許／北海道知事 胆振（6）第811号

（公社）北海道宅地建物取引業協会会員

宅地21区画分譲開始！

さ き

長年土の中に埋められた白ガス管は、
土の性質や水分などの影響により徐々に
腐食が進行し、
ガスもれが発生
する場合があり
ます。

●お取り替えをご検討いただきたいのは、お客さま
　の所有物となる敷地内のガス管です。
　お取り替えは有償で行わせて頂きます。
●現在ガス管の材料として使用されているポリエチ
　レン管や被覆鋼管は、腐食や地震に強く、地震対策
　としても有効です。

快適
ガスライフ
これで安心！快適
ガスライフ
これで安心！

敷地内のガス設備は
お客さまの所有物

お客さまの敷地道路側

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

ガス管の腐食状況（例）
新しい

古い

Let'sガス火で

ちびかば
クッキング

ちびかばクッキング
室蘭在住で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！

今回、紹介させていただく「かけるハンバーグ」は小さなお子様から大人まで
大好きな味だと思います！ハンバーグじゃないのに、ちゃんとハンバーグなん
ですよ♪冷凍保存もOKなので沢山作って置くと、
お弁当や忙しい時など本当に便利♪食べる時に追い
コショウを振りかけると大人の味に！
粉チーズやとろけるチーズも文句なしの味です。
大評判の「かけるハンバーグ」是非！食べて下さいね♥

ちびかば流かけるハンバーグ
食べて元気いっぱい♪みんな大好きな味！

材料（2人分）

作り方

調　味　料

材　　料

作り方の詳細は
こちら

作り方の詳細は
こちら

【丼物3品】
全部冷凍保存OK！

簡単で安いのに繰り返し
食べたくなる丼物レシピ

お家にあるめんつゆの濃縮が違っても大丈夫！

1

2

3

火を入れる前のフライパンに、みじん切りにした玉ねぎ、
合い挽き肉、塩コショウ、片栗粉、バターを入れサッと混ぜる。

中火で火を入れ、バターを溶かしながら炒める。
5分程炒め火が通ったら、めんつゆ、ウスターソース、
トマトケチャップを入れ、よく混ぜたらできあがり。

お好きな丼ぶりにご飯（分量外）を盛り、かけるハンバーグを　
かけて、お好みでレタスを添えたり、目玉焼きを乗せたら完成！

オート調理や、グ
リルにダッチオー
ブンが入ったり、
今のガスコンロっ
てどんどん進化し
てます！
停電しても自動炊
飯機能があればガ
スで炊いた美味し
いご飯が食べられ
ます。

暖房時に発電、お湯を作るガス
マイホーム発電「コレモ」。
まさかの停電が起きてもコレ
モが発電中なら給湯・暖房・電
化製品の一部が使えます。
付けてるお家、増えてます！

ガスで　える
家事ラク☆マイホーム

口十

今、SNS等で話題
沸騰！
ランドリールーム
のマストアイテム

「ガス衣類乾燥機
乾太くん」

ガスのエコジョーズは
効率よく暖房とお湯を
作ってくれるから
お財布にも優しい

室蘭市八丁平5-44-5
TEL0143-42-4118　FAX0143-42-4128
https://www.uchiike-home.co.jp/

建設業許可／北海道知事許可（特-2）胆 第3379号
宅建業免許／北海道知事 胆振（4）第900号

（公社）北海道宅地建物取引業協会会員

室蘭市日の出町2-2-6

株式会社 川田建設工業

TEL0143-47-9522　FAX0143-47-9523
https://kawatahome.com/

建設業許可／北海道知事許可（般-3）胆 第3836号
宅建業免許／北海道知事 胆振（2）第998号

（公社）全日本不動産協会加盟

平均232.66㎡
（70.37坪）

3.3㎡（1坪）
6.9万円台

1区画
460万円から

ちびかば流
かけるハンバーグ



レンジフード

２０２２

値上げ前の
特別価格！

値上げ前の
特別価格！

値上げ前の
特別価格！

値上げ前の
特別価格！

※価格は標準取付
　工事費込です。
　但し排気筒2ｍ２曲がり
　以内に限ります。

初夏の

標準取付工事費コミコミ価格！

㋱112,970円（税込）

円99,000円99,000 （税込）

円36,300円36,300 （税込）

円36,300円36,300 （税込）

円51,400円51,400 （税込）

円207,000円207,000 （税込）

円135,000円135,000 （税込）

❼

❺ ❻

❽

❾


❶

❷

60cmタイプ

パールクリスタル

水無両面焼

60cmタイプ 親水アクアコート 水無両面焼

不完全燃焼防止装置

凍結予防ヒーター

お湯はり機能

59cmタイプ

プラチナカラートップ

水無片面焼

値上げ前の
特別価格！

クララ

75cmタイプ

オイルスマッシャー LED照明

連動機能

お手入れランプ

DCモーター

75cmタイプ

お手入れランプ

LED照明

連動機能

ノンフィルタータイプ

常時換気

OGR-REC-AP752SV

㋱257,730円（税込）

NFG7S22MSI

2年連続当社売れ筋No.1の
レンジフード！
人気の秘密は清掃性バツグンの
オイルスマッシャー！

当社売れ筋No.2

おかげでファン内部に付着
する油分はわずか2％程度で
内部のお掃除は不要です！

レンジフード&ビルトインコンロのセットでの
ご購入がおトク！ 　　　　　　　　　　　　　　　
詳しくは当社スタッフまでお問い合わせください！

合計金額より10,000円（税込）割引！

ノンフィルタータイプ
ファンの脱着もワンタッチ
でラクラクお掃除！

ファンの手前にディスクが
搭載されており
このディスクで約90％の
油分をキャッチ！

オイルスマッシャーのスゴさを
QR動画でもチェック！ ㋱157,300円（税込）

ガス給湯器 5年保証 水栓金具

各メーカー納期遅延について
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。

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!

※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。※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。

check！

大感謝セール
2022年6月1日（水）～6月29日（水）まで有効価格

有効期間
価格
有効期間

ビルトインコンロ 標準取付工事費コミコミ価格！ 3年保証

テーブルコンロ 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！ 2年保証☎☎

電話注文
ＯＫ

小型湯沸器 2年保証

円30,000円30,000 （税込）

円56,000円56,000 （税込）

㋱198,000円（税込）

円105,000円105,000 （税込） 値上げ前の
特別価格！

60cmタイプ ハイパーガラスコート 水無両面焼

㋱148,500円（税込）

円87,000円87,000 （税込）

❹

値上げ前の
特別価格！

60cmタイプ ハイパーガラスコート 水無両面焼

㋱234,300円（税込）

円125,000円125,000 （税込）

TBV
03401Z

㋱51,480円（税込）

㋱162,800円（税込）

※価格は標準取付
　工事費込です。
　但し出湯管35cm
　以上の際は別途
　費用が発生します。

不完全燃焼防止装置

㋱40,150円（税込）

㋱51,810円
（税込）


TKS05305Z
㋱68,640円
（税込）

❸

75cmタイプ ガラストップ 水無両面焼

㋱254,100円（税込）

円143,000円143,000 （税込）

6/10～12の3日間、室蘭ガス㈱１Fショールームにて展示
会を開催致します。掲載商品を実際に見て触ってみたい。
色々とお話を聞いてみたい。ガス機器はもちろん、その他
お困り事が御座いましたらまずはご相談下さい。ご来場が
難しいお客様はこちらからお伺い致しますのでお電話に
てご依頼下さいますよう宜しくお願い致します。

展 示 会 開 催
のお知らせのお知らせ
6/10(金) 9：00～19：00まで
6/11(土) 9：00～16：00まで
6/12(日) 9：00～16：00まで

●

●

●

※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。また急激な感染拡大・緊急事態宣言等
の状況により、止むを得なく中止する場合が御座います。ご理解賜り
ますようお願い致します。

標準取付工事費
コミコミ価格！


