
ファミリーイベントのお知らせ夏休みファミリーイベントのお知
らせ

超高解像度こども大昆虫写真展

【時　 間】10：30～18：00
【メニュー】 常夏☆パインケーキ
【場　 所】1Ｆ ウェルカムキッチン

むらさきキャベツでおどろきの実験をします！
スタッフによるコンロの機能説明と実演調理も行います。
ミニたい焼きのご試食つきです。

【時　 間】10：30～16：00
【メニュー】 ミニたい焼き
【場　 所】１F 見て納得! ピピッとクッキング 

※材料が無くなり次第終了いたします。　※おひとり様1回のご参加とさせていただきます。
※お持ち帰りはご遠慮ください。　※混雑する場合はお待ちいただくことがございますのでご了承ください

※切手のご購入はお客様にご負担して
　いただきます。（切手販売コーナーあり）

※未就学児のお子様には
　必ず保護者の方が付き添いください。
※混雑の場合はお待ちいただくことがございます。

＜life-size：超高解像度こども大昆虫写真＞
ムシを１ｍの大きさに拡大した写真展で
肉眼では分からない昆虫の美しさに触れる
ことができます。

【時　 間】
10：00～17：00

【場　 所】
1F ホールA・B

※イメージ

【時　 間】10：00～17：00
　　　　　（最終受付16：30）

【参加方法】イベント受付で
　　　　  ラリー用紙を
　　　　  配布します。

ショール―ムを回ってクイズに
答えましょう。全てクリアした方には
景品をプレゼントします。

～むしたちの写真が1mの大きさになって大集合～

※イメージ

自分で想像したオリジナルの虫をつくりましょう！世界
に一種類しかいないムシの完成！ 観察してワークシート
に記入して夏休みの自由研究にも！
※接着にはグル―ガンを使います。

【時　 間】①11：00
　　　　　②14：00
　　　　  （各回90分）

【場　 所】1F ホールA・B
【対　 象】小学生
【定　 員】各回15名
【参加方法】開催時間30分前から
　　　　　会場前で整理券を配布します。（先着順）

※イメージ

【時　 間】10：00～16：30　
　　　　   （最終受付16：00）

【場　 所】1F くらし体験ハウス

ピピッとコンロで作る
簡単でおいしい
レシピのご紹介！

【時　 間】①11：00
　　　　  ②14：00
　　　　  （各回60分）

【場　 所】1F ホールA・B
【対　 象】4歳～小学生
【定　 員】各回15名
【参加方法】開催時間30分前から
　　　　　会場前で整理券を配布します。
　　　　　（先着順）

クイズ &
スタンプラリー

10：00～17：00
（最終受付16：30）

参加費
無料

夏休み!

ワークショップ
ホタルランタンをつくろう！

ウェルカムキッチン
ご試食コーナー

調理実演＆わくわく実験室

新宿パークタワー内郵便臨時出張所
ハガキにスタンプを押して
暑中見舞いのお手紙を送りましょう♪

むしむし

7
29 日
開 催 日

ポンポンやフェルト、マスキ
ングテープなどを使って、
かわいいムシのクリップを
作ります。

【時　 間】10：00～16：30
　　　　　（最終受付16：00）

【場　 所】2F ミスティルーム前
【対　 象】4歳～どなたでも
【参加方法】直接会場へ
　　　　　お越しください。 ※イメージ

むしむしクリップ 7
29 日
開 催 日

7
28 土
開 催 日

ペットボトルキャップに、
カラフルな羽をつけて、ムシ
のマグネットを作ります。

【時　 間】10：00～16：30
　　　　　（最終受付16：00）

【場　 所】2F ミスティルーム前
【対　 象】4歳～どなたでも
【参加方法】直接会場へ
　　　　　お越しください。

※イメージ

ボトルキャップマグネット
7
28 土
開 催 日

7
28 土 29 日

開 催 日
2018

7
28 土 29 日

開 催 日

7
28 土 29 日

開 催 日

7
28 土 29 日

開 催 日

7
28 土 29 日

開 催 日

※

イ
メ
ー
ジ

8月
東京ガス新宿ショールーム
料理教室・体験プログラム・イベントのご案内

Information

パッチョ

プラモ虫をつくろう！

カラフルなカプセルに目や羽などをつけて
ライトをいれ、光るホタルを作ります。
２匹作って、カゴに入れてお持ち帰りいただけ
ます。

ミニたい焼きミニたい焼き

夏休み!

うら面をcheck!

大写真展
※イベント内容は予告なしに変更する場合がございます。※ワークショップ・プレゼントの数には限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。※イベント内容は予告なしに変更する場合がございます。※ワークショップ・プレゼントの数には限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

体験プログラム 03-5381-6000体験プログラムの
ご予約・お問い合わせは

10：00 ～ 18：00  祝日除く水曜日休館

比較調理コース

ピピッとコース

東京ガス

7/21（土）15：00～16：30
8/23（木）11：00～12：30

ミスティルームの予約状況が新宿ショールームのホームページ
から、ご確認いただくことができます。

コンロ機能おためしコース

高齢者の日常生活を身体的・心理的に疑似体験することで、
住まいの中の不便さやバリアを実感していただけます。

シニアシミュレーション
要予約 無 料

要予約 無 料

60分コース 90分コース

要予約
無 料

◎時　　間　①10：10～ ②13：00～ ③15：30～
◎所要時間　約90分

◯両面焼き水無しグリル
◯自動炊飯機能
◯温度調節機能
◯沸騰自動消火機能
◯ダッチオーブン

● 調理機能 ●

ピピッとコンロ使いこなしコース（60分）もございます。　◆◇ 　◆◇

最新のガスコンロの
便利機能をご紹介いたします。

最新のガスコンロと
IHクッキングヒーターの使い勝手の違いを
調理を含めた実演でご紹介いたします。

浴室暖房乾燥機に低温・高湿度のミストサウナ
機能を搭載した「MiSTY」。
完全個室のプライベート空間で「ミストサウナ」を
本格体験していただけます。
おだやかなミストによる心地よい発汗で心もカ
ラダもすっきりリフレッシュしてみませんか？
●体調の悪い方、心臓等に持病をお持ちの方、妊娠中の方、乳幼児
　はご体験いただけませんので、ご了承ください。

要予約
有 料

ピピっとコンロで調理をしてみませんか？
カタログや機器を見るだけではわから
ない火加減や使い心地、さまざまな機能
を実感していただけます。料理教室スタッフ
が機能説明をしながら、一緒に調理をし、
ご試食していただきます。

見て納得！
ピピッとクッキング
「ガスとIHの違いは？」「最新のガスコ
ンロについて知りたい」という方におす
すめ。スタッフによるデモンストレー
ションと試食で疑問にお答えします。

最新の
ガスコンロを
知りたいならコレ！

ガスコンロの購入を
ご検討で実際に
使ってみたい方はコチラ

ミストサウナ
の体験はコチラ

各コース
定員：5名

対　象：中学生以上 
　　　　　※お子さま連れの方はご相談ください。

開催日：お電話にて
　　　  お問い合わせください。
場　所：1F 見て納得ピピっとクッキング 

〈ピピッとコンロご紹介コース：15分〉定員：14名（予約制）

●メニュー：スペイン風オムレツ、プレーントースト

〈15分コース〉定員：14名（予約制）

●メニュー：冷凍炒飯、冷凍えだまめ

申し込み方法
開催日3日前までに
お電話にてお申込ください。
※先着順受付となります。

受講料：500円（税込）
定　員：8 名
　　　 （対象：16歳以上）
場　所：1F クッキングスタジオ
※お一人さま、一回限りの参加と
　させていただきます。

東 京 ガ ス 新 宿 ショールームで は、新築や
リフォーム、ガス機器の買い替えなどのご相談
をコンサルティングカウンターにて承って
おります。無料体験プログラムと合わせての
ご予約をお待ちしております。

※開催日時・詳細はHPをご覧ください。

場　所：2F シニアシミュレーション

「毎月の電気代が高いな」「電気代をもう少し削減できないかな」とお感じの方は、ショールームまで
お気軽にご相談くださいませ。

まとめてお得な　　つの理由3東京ガスのガスと電気

ガスではじまる豊かな暮らしを体験してください。

※１「ガス・電気セット割」により電気料金の基本料金が毎月 270 円 ( 税込）割引になります。
※2  サービスによってはガス・電気セット割が適用されていることが条件になりますので詳細はお問い合わせください。
※3  「パッチョポイント」をご利用いただくには、 東京ガスのウェブ会員サービス「my TOKYO GAS」へのご登録が必要です。
　　「my TOKYO GAS」は東京ガスをご利用の方を対象とした登録無料の WEB 会員サービス ( 家庭用）です。１契約に対して１会員ご登録いただけます。

電気料金がお得に 電気料金の安さだけじゃない
充実のサービス

たまってうれしい
パッチョポイント

1 2 3 ※3※1 ※2

2018年7月2日発行2018年7月2日発行

検 索東京ガス新宿ショールーム

〒160 -0023 東京都新宿区西新宿 3-7-13　TEL：03-5381-6000
開館時間  10：00～18：00　休館日：水曜日（祝日を除く）

※イメージ ※イメージ 

パッチョ／電パッチョ

◎夏期休館のお知らせ　8月11日（土）～15日（水）を休館とさせていただきます。 夏の手作り夏の手作りをを
楽しむ楽しむプログラムプログラム



東京ガス料理教室 6つの特長

環境に優しい
エコ・クッキングの考え方
環境に優しいエコ・クッキングの考え方を

取り入れた料理教室です。

たくさんのレッスン
対象は料理をはじめてみたい方、
料理をもっと楽しみたい方、
子ども、親子、男性など。
和食からパン、お菓子まで、
多彩なレッスンをご用意。

頼れる専属講師
調理指導は東京ガス専属講師が担当。
栄養士ほか、食の専門知識を有する者が

きめ細やかに指導します。

初心者歓迎！
実習中は講師がフォロー。
料理がはじめての方も
安心して参加できます。

入会金不要／1回完結型

気軽にご参加いただきたいため、
入会金は不要です。

コンロの便利機能を使って
調理をサポート

温度調節から自動炊飯まで、
調理をサポートする便利な機能を使って、
スムーズに、楽しく実習していただけます。

㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊗

PCサイトでお申し込みいただけます。

http://home.tokyo-gas.co.jp/showroom/tss/

※ご本人とご同伴3名様まで申込可。同伴者様の名前と電話番号・生年月日もご記入ください。
※親子教室は、お子様のお名前と生年月日（西暦）もご記入ください。
※子ども教室は、保護者の名前もご記入ください。

※応募者多数の場合は、抽選となりますので、ご了承ください。
　当選者のみ締切日より1週間以内にハガキでご連絡いたします。
※インターネット申込の場合は、メールにて当選・落選のお知らせをいたします。
　料理教室に限り万一、メールが届かなかない場合でも、
　お客様のマイページにて、当落をご確認いただけます。

◎参加確定について

◎ハガキでもお申し込みいただけます。

料理教室受講にあたって●料理教室お申込方法

7月15日（日）まで

検 索東京ガス新宿ショールーム
当選後の「参加確定」締切日までの期間は、申込締切日から7日以内（15日締切の場合、22日ま
で）となります。申込締切日より7日を経過しても参加確定をされていない場合は、自動的に

「キャンセル」となりますのでご注意ください。

◎実習について
実習はグループにわかれ、作業を分担しながら、一緒に料理を作りあげていきます。

◎お支払い方法について
受講料は当日、受付にてお支払いください。恐れ入りますが、お釣りのないようご用意ください。

◎持ち物について
エプロン・ハンドタオル・筆記用具・受講料 ※お子様対象教室のみバンダナ（三角巾）。

◎キャンセル料について
右記のようにキャンセル料が発生いたします。
※キャンセル料をお支払いいただいた方には、レシピを差し上げます。
※日数計算には、土日・祝日も含みますのでご注意ください。
※キャンセル料をお支払いいただいても食品衛生上、
　材料および完成した品はお持ち帰りいただけません。
　予めご了承ください。

※お子様同伴での受講（子供向け、および親子教室は除く）はご遠慮ください。
※対象年齢が表記されていない教室は16歳以上対象です。
※参加者以外の同伴および見学はご遠慮ください。
※30分以上遅刻された場合、参加をお断りする場合がございます。

【個人情報の取り扱いについて】お申し込みいただいたお客様情報（個人情報）は、当社の料理教
室、セミナーおよびイベント業務の運営に必要な範囲で使用いたします。ご本人様に無断で第三
者に開示・提供することはございません。

◎お願い

①希望講座名②希望日・時間③郵便番号④ご住所⑤お名前（ふりがな）⑥生年月日（西暦）
⑦お電話番号（日中の連絡がつく番号）⑧性別

PCサイト

締切日

6日前から3日前…受講料の半額
2日前から当日……受講料の全額

（1部コースは除く）

親子特別教室

 

 

【メニュー】
○トロピカルデコケーキ（１人3個、持ち帰り可）
○夏野菜の煮込みペンネ

【定　員】
12組24名

【受講料】
 4,000円（親子２人1組・税込）
 ※お子さま１人追加の場合は2,000円（税込）追加

【対　象】
4歳～小学6年生のお子さまと保護者
※保護者1人につき、お子さま2人まで申し込み可
※各テーブルに1名の専属講師がつき、一緒に実習を進めます。（講師のデモンストレーションはございません。）
※こちらのコースはすぐに実習となるため15分以上遅刻された場合は、ご参加をお断りする場合がございます。

10：30～12：30
14：30～16：30

8月   5  日㊐
8月26日㊐

ベーカリーカフェ

作って楽しい！
ひまわりメロンパン＆マルゲリータ

真夏に食べたい！韓国料理

あまずっぱい！プラムタルト クイック！タイ料理

時短クッキング ～ラ・クチーナ・エスプレッサ～

 

10：30～12：30
14：30～16：30

8月9日㊍

10：30～12：30
8月10日㊎

10：30～12：30
14：30～16：30

8月19日㊐

10：30～12：30 
8月20日㊊

COOKINGBAR

 

 

10：30～13：00
8月24日㊎

10：30～13：00
14：30～17：00

8月25日㊏

13：30～16：00
18：00～20：30

8月30日㊍

夏休み企画！親子で楽しむトロピカルデコケーキ

夏野菜を美味しく味わう食卓

【メニュー】
○いかとキュウリのトウチ炒め
○カジキのごま焼き
○夏野菜の揚げびたし
○トマトの赤だし

【定　員】
16名（各回）

【受講料】
3,800円（税込）
※会場は
　２Fエコ・クッキングスタジオです。

【メニュー】
○羽根つき餃子
○蒸しナスのレモン醤油（グループ実習）
○白飯

【定　員】
16名（17、18、19日）
20名（21日）

【受講料】
2,500円（税込）
※17、18、19日の会場は２Fエコ・クッキングスタジオです。

10：30～13：00
14：30～17：00

8月 3日㊎
8月 4日㊏
8月 9日㊍

14：30～17：00
8月2日㊍

スイーツカフェ

11：00～12：30
15：00～16：30

8月5日㊐

14：00～15：30
19：00～20：30

8月7日㊋

15：00～16：30

8月3日㊎
8月4日㊏

ショートクッキング

 

10：30～12：30
14：30～16：30

8月 17日㊎
8月 18日㊏
8月 19日㊐

14：00～16：00
18：30～20：30

8月21日㊋

定番中華にチャレンジ！
～パリパリ羽根つき餃子～

チャレンジONEクッキング

【時　 間】①11：00 ～　②14：00 ～
　　　　 （所要時間約60分）

【メニュー】 スペイン風オムレツ
　　　　   お楽しみデコトースト

【場　 所】 1F 見て納得！ピピッとクッキング
【対　 象】4歳～どなたでも
【定　 員】各回14名
【申込方法】お電話にてお申込みください。（先着順）
 

調理実演＆
キラキラ万華鏡づくり

※

イ
メ
ー
ジ

※

イ
メ
ー
ジ

※イベント内容は予告なしに変更する場合がございます。 
※お子様のみのご参加はできません。保護者の方が付き添いください。
※イベント内容は予告なしに変更する場合がございます。 
※お子様のみのご参加はできません。保護者の方が付き添いください。

7
16 月祝 23 月

8
18 土

調理実演＆
ペレットさんの大変身！
8
4 土 5 日

8
25 土 26 日

夏の手作り夏の手作りを楽しむを楽しむプログラムプログラム
新宿ショール―ムでは夏休みにガス管を使ったワークショップを開催いたします。見て納得！
ピピッとクッキング調理実演のご見学とご試食つきです。お申込みは電話で受け付けています。

【メニュー】
○ひまわり畑のメロンパン
　（１人６個、持ち帰り可・
　  成形からの作業となります。）

○ピッツァマルゲリータ
　（直径約18cm、1人1枚
　  成形からの作業となります。）

【定　員】
16名（各回）

【受講料】
4,200円（税込）

【メニュー】
○太刀魚のヤンニョム焼き
○プルコギ
○サムパプ（野菜包みごはん）
○即席オイキムチ
　※試食時にマッコリが付きます。
　　（ノンアルコールドリンクも
　 　ご用意しています。）

【定　員】
20名（各回）

【受講料】
4,000円（税込）

【メニュー】
○プラムのタルト
　（15cmタルト型1人1台
　  持ち帰り、試食あり）
○ハーブクッキー
　（１人約5～６枚、
　  持ち帰り可）

【定　員】
20名（各回）

【受講料】
4,200円（税込）

【メニュー】
○カニのカレー炒め
　（プー・パット・ポン・カリー）
○ジャスミンライス
○ひき肉と野菜のタイ風サラダ
○バナナの揚げ菓子

【定　員】
16名（3、4、5日）
20名（7日）

【受講料】
3,800円（税込）

◎東京ガス新宿ショールーム
  03-5381-6000 （10：00～18：00  受付・水曜定休）

※イメージ※イメージ

？

メインの料理を1人で1から作る人気のコース

※3、4、5日の会場は２Fエコ・クッキングスタジオです。
※各テーブルに1名の専属講師がつき、一緒に実習を進めます。（講師のデモンストレーションはございません。）
※こちらのコースはすぐに実習となるため15分以上遅刻された場合は、ご参加をお断りする場合がございます。


