
この季刊誌に対してのご要望がございましたらお書き添え下さい。

♪地域の身近なお店情報をご紹介。 快適生活お役立ち情報誌♪可部新聞 2021.In Autumn

材料
（40mm×H55mm紙製耐熱カップ5コ分）
カボチャ…………種を除いて90g
クルミ……………30g
バター（食塩不使用）…80g
砂糖………………60g
ハチミツ…………10g
卵（L寸） …………1/2コ分
（a）
・薄力粉…………60g
・ベーキングパウダー…小さじ1/2
・シナモン………小さじ1/6

クリームチーズ…30g
パンプキンシード…5g

1. カボチャは種を取って皮付きのまま一口大に切りま
す。茹でて柔らかくなれば、鍋に戻して粉ふきにし、つ
ぶします。

2.クルミはアルミ箔に包み、≪グリル≫で焼きます。
水なし両面焼グリル 上下弱火 約 3分

4.溶きほぐした卵を少しずつ加えながら混ぜ、ふるった
（a）を加えてサックリと混ぜます。

5.（1）を加えて混ぜ、砕いた（2）、1cm角に切ったクリ
ームチーズを加えます。

6.（5）を型に流し入れてパンプキンシードをのせ、ダッチ
オーブンに入れ、蓋をします。

カボチャは水分の少ないものを選びまし
ょう。ダッチオーブンが素材の旨みを引
き出し、生地をしっとりと焼き上げます。

グリルダッチオーブン
本格的なオーブン料理も手軽で
カンタン。通販サイト等で、様々
なタイプが手頃な価格で出てい
ますよ !

7.グリルに（6）をセットし、
≪ダッチオーブンキー≫
（オーブン調理キー）を選
択し、点火します。
ダッチオーブン調理加熱 
約 15分 ＋ 余熱 約 15
分（プラス・ドゥ使用の場合 加熱 約 13分 ＋余熱 約
15分）焼き上がれば、冷まします。

3.ボウルにバターを入れてクリーム状に練り、砂糖を2
～3回に分けて加えます。ハチミツも加えて混ぜます。
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かぼちゃのしっとりマフィン

今年のハロウィンはこれで決まり♪

お店の紹介をご希望の方、是非、当社にお電話ください！

〒731-0231　広島市安佐北区亀山九丁目13番7号

304kcal （1コ分）

広島ガス可部販売株式会社

本誌に関するお問い合わせ、ご質問は下記まで
お気軽にお電話ください。

☎082・814・3322
Fax082・814・2386

街の気になるお店をご紹介…　　　　　　　　　　

カフェ ドゥ ヘイブン/Cafe Du Haven

広島県広島市安佐北区亀山南2-22-25

【火～土】通常 11:00～15:00(L.O.14:30)

毎週月曜日・日曜日定休

駐車場完備7台収容

082-554-8155

　オーナーシェフの中嶋ジョージさんは、この可愛い外観の
物件を 4年前に見つけ、2017年8月にカフェをOPEN さ
れました。住宅街の中に隠れ家の様に佇む、この素敵なお店
を探し当てたときの喜びはひとしおだったそう
です。お店の扉を開けて中に入ると落ち着いた
色調の内装と家具に癒され、ジャジーな音楽の
中ゆったりとした雰囲気で、ランチやスウィー
ツを楽しめます。事前予約がお勧めです。
お客様は、口コミや TVでも紹介されたことも

　オーナーシェフの中嶋ジョージ
さんは、写真の様にとてもイケメ
ン。一度訪れた女性のお客様は彼
の親しみやすい性格に触れて、す
ぐにファンになってしまわれる方
が多い様で、皆さんお店についつ
い長居をされてしまうそうです。
是非、一度お店を訪ねて見ては如
何ですか。

あり可部エリアだけにとどまらず、市内中央や遠方からも多
くの方が訪れていらっしゃいます。
素敵な環境の中で、美味しいランチを是非一度ご賞味されて
は如何でしょうか。

季刊誌秋号発行★近頃ちょっと気になる情報をご紹介
簡単に出来るガスコンロのお取り替え。

超お買い得展示商品をご紹介と当社のサービスのご紹介。　
★当社の商品情報のご紹介

★地域の身近なお店情報をご紹介
ランチからティータイムまで、くつろぎと語らいの場 カフェドゥ ヘイブン。

まちがい探し応募用紙
正解者の中から抽選で50名様に

あご出汁１袋 (10パック入り）プレゼント!!

カフェ 喫茶店 洋菓子　Cafe Du Haven

解答はこの応募用紙のイラストに間違いの箇所を○印で記入の上、
切り抜いてハガキに貼ってお送りください。

ヘイブンランチプレート…1,200 円
本日のメイン（ラザニア or グラタン）
小皿 3種 &スープ
サラダ
ミニデザート
セットドリンク（ホット or アイスコーヒー）

ワッフル（プレーン）…550 円
ハニートースト…………500 円
シナモンアップルトースト…650 円

チーズケーキ……………400 円
ガトーショコラ…………400 円
抹茶ガトーショコラ……400 円
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作り方

カフェ ドゥ ヘイブン

太田川

あき亀山駅

亀山南第 5公園

カフェ ドゥ ヘイブン
Cafe Du Haven

荒神神社

広島市立亀山南小学校

広島市立亀山中学校
健康サロン goe’n

亀山南児童館

亀山南第 3公園
亀山南第1公園

表示価格は全て税込価格です。



ガスコンロを交換したい方！
気になる価格や工事の流れをご相談ください

まちがい探し
正解者の中から抽選で〔当社でも好評販売中の〕『あご入り鰹ふりだし10パック入り』1袋50名様にプレゼント

あご入り鰹ふりだし
10パック入り1袋ま

ち
が
い
は
5
つ
だ
よ

応募締め切り
2021年10月31日

必　着

解答は裏面の応募用紙に○印で記入の上、切り抜いてハガキに貼ってお送りください。
当選者さまには当社から直接賞品をお届け致します。

A B

ガスコンロを交換したいと考えて、ずいぶんと経っていませんか？「はじめてのリフォーム」や「少しだけ興味
がある」なんて方でも大丈夫！ガスコンロの知っておくべき基礎知識や気になる費用、交換工事の流れまでご案
内致します。

1. まず、今お使いのガスコンロの種類は?
ガスコンロには、テーブルコンロ と ビルトインコンロの2種類が有ります。
ビルトインコンロはその名の通り、システムキッチンに埋め込まれたコンロです。
シンク、調理台、コンロまでワークトップという板で覆われ、全体が同じ高さに
なります。
フラットになることで、見た目が美しくなり、従来のガステーブルと違って隙間
がなくなることで、掃除も楽です。今まで、ガステーブルをご使用の場合も、専用
キャビネットでビルトインコンロにリフォームする事ができます。

2. ガスコンロ交換についての知っておきたい知識

2008年 4月以降製造される全てのコンロに搭載されるようになった機能です。
国からの指導で搭載が義務化された『天ぷら油加熱防止装置』と『立ち消え安全
装置』の2つに加え、『消し忘れ消化機能』と利便性のある『早切れ防止機能』を備
えています。
温度センサーがあることで、火災や焦げ付きなどを防ぐ新しいコンロです。 さら
に温度調節機能により料理の幅が増え、簡単便利に調理ができます。

とってもお得なガスコンロ 社内展示現品処分市

RHS71W31E13RCSTW RTS65AWK14RG-CR

ビルトインコンロ（75cm） テーブルコンロ

PD-509WS-60CV PA-370WA-R

ビルトインコンロ（60cm） テーブルコンロ

N3WS3PWASKSTEC NLW2277TBEM

ビルトインコンロ（60cm） テーブルコンロ

DELICIA LAKUCIE

repla every chef

piatto Safy

メーカー希望小売価格 
¥350,900 ( 税込価格 )

メーカー希望小売価格 
¥148,500( 税込価格 )

メーカー希望小売価格 
¥236,500 ( 税込価格 )

メーカー希望小売価格 
¥74,580 ( 税込価格 )

メーカー希望小売価格 
¥76,780 ( 税込価格 )

メーカー希望小売価格
 ¥107,580 ( 税込価格 )

処分
価格￥172,000￥172,000 処分

価格￥48,000￥48,000

処分
価格￥30,000￥30,000

標準取付工事税込価格

処分
価格￥78,000￥78,000
標準取付工事税込価格

処分
価格￥125,000￥125,000 処分

価格￥35,000￥35,000
標準取付工事税込価格 税込価格

税込価格

税込価格

各1台限り
10月1日～10月末迄

申し込みが多数の場合は抽選とさせて頂きます。予めご了承ください。
No1

No2

No3

No4

No5

No6

当社では『ガス衣類乾燥機 乾太くん』のモニター設置に
ご協力頂ける方を募集しております。
モニターですので、設置・機器の貸し出し、使用に係る
ガス料金はもちろん無料です。
ただ、使用されたご感想を頂戴致したいと存じます。

●モニター規約に同意頂けるお客様
●一週間程度、ガス衣類乾燥機をご
　使用いただけるお客様
●使用した感想等をご回答頂ける方
●屋外設置対応

ガス衣類乾燥機モニター募集パワフル温風で素早く衣類を乾燥 お日様に干したように、ふっくら

応募条件

モニター設置にご協力頂いたお客様には粗品を進呈

の取り扱いも致しております。

テーブルコンロ

ビルトインコンロ

専用キャビネット

まずは、
当社に
ご相談ください。
お見積もりは無料
お気軽に
ご連絡ください !

ガスライフ可部店


