ニシダガスセンターからのラブレター
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まだまだ暑いですね〜。早く涼しい秋がこなし、かな お水やお茶でこまめに水分もとって下さいね
〜…当モり前ですが乳は暑い／ココ数年は暑すぎる 二シダガスセンターでは「ノヾナジウム」毛っぶり
って徳じの日高りますよね…暑し、のでプールに

のペットボトルのお水も墟めまLt／

行っ毛りHや海に行っモリ／￥二でま七日痩けも
して無し、よ〜つてなりますよね。

富士山麓の媛水工場から送られてくる
まうやかで美味しし、天然水です。

えは水分補給がとっても大切です／／′

えは水分補給で健康に乗り切って下さし、ネ☆
（詳細は2ページ員で紹介させて碩し、てあります）
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ニシダガス憤倒☆応募抽埴！
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クイズに番えて景品をゲット♪

l
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今回の景品は‥・

l

下記の天然水1箱（500m暮×24本）を、10名様にプレゼント！

〜クイズ〜
＝シダガスが販売を開始した「バナジウム」たっぷりの
ペットボトルのお水の商品名はなんでしょうか！？

ビュー●オータ劇
●応募方法●石の応募券をハガキに貼り、住所、氏名、電話番号を記入しこシダガスセンター
まで送って頂くだけで完了です。何か一言書いて鳳ナると非常に嬉しいです！担当者からの定
期訪問の際に手渡しをしていただいてもOKです☆（住所、氏名、電話番号を正夫な紙に記入し
応募券を貼って渡してくださいね）※応募期限は2010年10月20日消印有効となっております。

ニシダガスセンター株式≡和〒581−0882八尾市恩智北町1−38

l
l
l
l
l
l

ヽ●

■

二シダガスセンターからのラブレター

ニシダガスセンターが

り丁うー くエ声コン）臨売

はびめまむた。
こんにちは／二シダガスの′」、林です。

・′

し、や〜、暑し、ですね〜。暑い・‥礎が暑がりなだけっ
ての毛かノますが・‥つて焦じでえになるヒ僧はワー
ラー無しでは寝ることが出来なく甘うんですよ…。

そんなえモノ快適に過ごす強い味方／ワーラーもニシダガスも販売も始めまLt。ニ

シダガスは電気工事の免許も埼っていうんですよ（〈。＜／
価格はもちうんですが、7う一設置薇の了ブターまでニシダガスへ一括でお任せ下さ
い。ようするに二シダガスは、電化製品も「売り切りはしません／／」
淡売り切りとは‥・売っモ衡二、不具合が起きても
ほっ乍らかしにすうことです（〈＜；）

禄基経までの専心は
ニシダガスならでは
濠福むてuます☆

歪は「バナジウムで健劇こ歪ばて知らずJ

奮よの天然水「ピュ鋼ウォ鋼夕一J台場！
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PUWATER
縛殉嘲尉料頑鱒

PUWA佃
500mlペットボトル24本入

1箱1．980円（税込）
玄関先までお届けいたします！2箱以上は送料無料です。
（1箱の場合は525円）カラグの中から健康になりましょう〜☆
まずはお気軽にお問い合わせ・お尋ねくださいね！
二−

−＿

￣￣￣

望

ニシダガスセンターからのラブレター
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ニシダガスセンターからのラブレター
皿躍嘉二二￣￣三二日∴二．∴￣．

竹エタンぎ赤いし両耳ででき3才

お料理3−サー
★えびの手リソース炒め

●材料

B：

えび…大12尾

みじん切り生麦1かけ分みじん切り

A：

みじん切りねぎ‥・1／2本分

酒…大さじ1

豆板醤…小さじ1

塩・こしょう＝・少々

C：

卵白…1／2個分

ケチャップ…大さじ3

片栗粉…大さじ2

酒…大さじ1

揚げ油…適宜

スープ…100m‡（水100ml＋鶏がら

ごま油…大さじ1〜

スープの素小さじ1／2）

みじん切りにんにく…1かけ分

片栗粉…大さじ1／2

①えびは殻をむいて竹串で背ブタを取り、水気を
軽く取って、Aの下味をつけます。

㊤ボウルに卵白を入れて軽く泡立てて、片栗粉と
①のえびを入れてよく揉みます。

★簡単声レンジメニューえびチリ／トガー
＜材料・一人分＞

④160℃の揚げ油に④のえびを入れて揚げます。
④フライパンにごま油とにんにくを入れて、弱火に

えびのチリソース炒め…適宜、パン

かけます。よい香りが立ってきたらBを加えて炒め

（ハンバーガー用）…1個、マヨネー

合わせたCを入れて中火にし、かき混ぜながら

ズ…少々、レタス…1／2〜1枚、トマ

ト（薄切り）…1枚、チーズ…1枚

パンにマヨネーズを薄く塗り、レタス、トマト、えびのチリソー
ス炒めをはさみます。

加熟します。
㊥煮立ってとろみがついてきたら、④のえびを入れ、
手早くソースをからめます。

悪質な訪問餓亮にど注意！
r訪問販売」やrオレオレ詐欺」など悪質な業者がまだまだ多いこの
世の中…。プロパンガス業界にも悪質な訪問販売系の業者が現れ、被
害が報告されています。簡単に言うと…

①訪問販売や電話でめちゃくちゃ安い値段のガス料金にするとお客さ
んの気を引きます。
②現在のプロパン業者を押しのけて格安でしばらくガスを供給。（そ
りゃお得ですよね）
⑨そして半年〜1年ガスを供給した後にめちゃくちゃガス代を上げる
という手法です。
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めちゃくちゃガス代を上げられたなら文句を言えばいいってお思いで
しょうが、そこが恐いとこで数年間は契約を解除不可能な書面を知ら、′
ないうちに交わさせられているんです。不景気だから私たちも安物に
はつい目がいきますけど、そこにつけ込む業者は最低ですよね。
私モろば地域密着企薯／

とにかく、「怪しいかな？」「大丈夫かな？」と思ったらどんな事でも
＝シダガスセンターにご相談下さいね！！

このようなことは一切
イタシマセン（キッパリ）
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r感謝祭」を闇催手足！

新

詳しい内容は打合せ中ですので決定次第、お知らせ

思いますので、簡単にこの記事を
説明させて頂きますね。
●電気の暮H⊃ン○使用していた

ご夫婦が体調に異変がでました。

●2005年4月26日にIH⊃ン○使用

中に気を失い、顔面を強打。
蛮徴に5月即日提訴
しちIH竪静はオー

わない芸者警官萎

ル臆花牽︑火を償

ていることから折殿の動

心−きれ︑晶定時に増え

向誓尻る︒
訴状によると︑塵真
綿は04年4月から髪膚

を翌弓天は1日に数時

の馨を始時夫が閑雲
喝1H闇琵糟を使い︑
ス7−ンでかき混ぜるな

錦の中身をステンレス払
ど劇濯真野ヱいたとこ

竜朋年2月ごろから気

め︑4月26日には矢押し

が遠くなる荘状菟え始

ろ︑素の不簾はほぼ沈

こんろに取れ番えたとこ

萱によっては人
体に誓よばす製

夫婦髄は︑■1H調理舘

静化したといち

轟することに琴

が璧していると︑製造

品であり︑現に煮複写
た︒贅は入敵中の天に代

者 で あ 塵 室
れ遵轟くほど激しい窟

我に飼誓申し立てた︒

た毎07年9月盃W

数したが︑周社は否定し

状となった︒憂IH

使用時のステンレス馳萌

教授の事刀で点璧諾

理革具に登流の有

監蔑宣誓実学歪喪
ているのではないかと考

発生した電流が体に流れ

え︑ふ畠爵欝らガス

慧蔓に姦誇異に

考たび義が現

わ盟開理を聾したとこ

を 蓋 が 続 い

嚢 ぺ 妻 7

窄心房揺動宋粗野

て警琴検査の播

飲食店経営者がメーカーを提訴
慧罵慧蒜璧還
TK閻漣紺︶を夜用し
易捧酌改革を負った兵清

撃た酪農︑心疾患など

廉窪の撃雷を撃
嘉が︑製造者である
三洋電機㈱︵凄府守口

市︑廣落一郎社き家
相学取り︑製造啓窯僅法

㌣基づき製造箪任と︑

資金だ問雫ある製品
を篤し彗妻示を行わ
なかった過失による不法

簑甚闘い︑治療費
0万円の書家を求め

と警約898

大阪地裁

●lHコンロからガスコンロに戻すと

不整脈は沈静化しました。

●大学院教授がIH⊃ンロを調査した

とこう、高周波の電流が流れて

いる事が明らかになりました。

理解したうえで気をつけ

を持っていることを十分

畠がこうし垂

れない︒︵消致着込−

あるいは全くないかもし

人体へ牽ない喝

ク姦雄であれば

範っ苧部分がプラスチッ

熱する毎閑竃具の

要し宣誓普感

葉に︵霧欝等で︶

はステンレス塾などの部

婆忘苦は丁皇璧毒

厘凝代理人の粥根幹

なり︑糖節に至った︒

09年l月に調停不成立と

悪慣を拒否したため︑

は安全だと主管続け績

るあのとなったが︑被雷

管電流の毯賢慮雪
披地異で寵が義す

ていることが明らかとな

卑菱の電流が流れ

絹と誓竪したとこ

●残念ながら、現在も裁判は

より抜粋︒

白布消義経済新聞

平成22年5月31日

い﹂と述べてい竜

について姦してい義た

管のなかで製品嘗弊
社袈⁝景翌韓の葦

鷲です︒今撃か訴訟亭

のの遵解養われ蒜に

︵しんし︶に説明したも

ついて︑原告側へ某蟄

給に関する弊社の見解に

㈱は﹁これまでⅠ晶恩

一也ぺ披哲の芝競転戦

している︒

警轟示善とコメント

絞首る可馨を踏まえて

カ！はこのようなことが

て慣用してほしい︒メー

璽望冨岩転句雪空岩音義野望望岩音

●奥さんもr不整脈」の症状が
出始めました。

一I

続いています。

アリオ八尾不善量産夏
N ▲ 三菱東京 UFJ銀行 】 E；麺 攣怨

毎年＝シダガスセンターは、会場を借りるなどして感

……詩誌
☆今年は声リオハ尾で

←文字が小さくて見えにくいかと

璽望冨昌泰野望望芸音義野望望岩音
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二シダガスセンターからのラブレター
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ニシダガスセンターの臨書梅 く〈。〈V

謝祭（展示会）を行っていますが、2010年はナント！

八尾市最大級のショッピングモール「アリオ八尾」で
開催を予定しています！＜11月3日（祝）〜8日（月）＞

た1
1

階
の

させて頂きますね☆お楽しみに〜（＜0人）！

ニシダガスセンターからのラブレター

NGCカレンダー（2070年q向〜72向）
緊急連絡先も書いておりますので、冷蔵庫など目につく所に貼ってくださいネ

私たちの蟻命はr専全篇一j重義で保串を確保む
お客さまの雑対の怯輔を陰ることです。
保奪点検でお客寺ま宅のガス診断を拾い、
寧会で快埴な巷もむを櫨梯むてuきます。

◎ニシダガスセンター株式≡花
〒581−0882八尾而恩智北町1丁目38番地TELO72−941−8501FAXO72−941−6509
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：uつもお客さまとともに、いつでもお客さまのために！24時間・365日対応させて胤1ております：

」…．寧畢襲撃準．町案二塑1二早野．．．．…．．．…
⑳

