
ゲストルーム

営業時間 AM9：00～PM１８：00（月～土曜日）

（料金等のお問合せに関しては営業時間内にお願いいたします。）

～ 営業時間のお知らせ ～

※営業時間外・日曜日・祝日の緊急時は年中24時間対応します。

炎でつながるあなたとの絆
★ガス・ガス器具販売
★業務用ガス器具・ステンレス厨房設備
★ガス給湯器
★システムキッチン
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Orchid Hair

沖縄市松本１－２－１６
メゾン山昌 １F
電話 098-923-3880
営業時間 9：00～19：00
日曜定休日

ｵｰｷｯﾄﾞ ﾍｱ
２０１８年６月に沖縄市松本にオープンした“Orchid Hair”
女性スタッフのみが在籍するマンツーマン施術で
丁寧なカウンセリングでお客様一人一人の骨格・髪質・
ライフスタイルに合ったスタイルをご提案いたします。
人気の外国人風カラーやイルミナカラー、ファイバー
フレックスなど、薬剤にもこだわり、ダメージレスで
あなたのなりたい！を叶えます。

新規のお客様 ※ミディアム・ロング料金あり

★カット＋カラー ￥８，７００～ ￥６，９６０～
★カット＋カラー＋トリートメント ￥１１，４００～ ￥１０，８００～

全 員
★外国人風３D＋イルミナカラー ￥１４，１８０～ ￥１１，８００～
★グラデーションカラー ￥１２，８００～ ￥１０，８００～
★梅雨前限定

ストレートパーマ＋カット ￥１３，０００～ ￥１０，８００～

沖ガスニュース青炎を見ました！と
言っていただいた方は、５００円引きに
させていただきます。
スタッフ一同心よりお待ちしております♪

今月のゲスト

Instagram＠orchid＿ｈａｉｒ2018

新暦 行事名 行事内容

５月３日～５月５日 那覇ハーリー
漁の安全と豊漁を祈願するもの。旧暦５月４日に県内各地で行われるが、
那覇ハーリーはゴールデンウィークに行われる。

mailto:okigas@crux.ocn.ne.jp


弊社では、液石法により定期的に保安点検を行っております。
（４年に一度の大事な点検）ガス漏れやガス器具に異常がないかを点検致します。（無料）

点検時にお会いできなかったお客様も再度点検にお伺いしますのでご連絡ください。
（事前にご連絡いただければ、土・日・祝日もお伺いします。）

ゴム管は大丈夫ですか？

・ひび割れや
固くなったものは
お取替えします

・ゴム管は赤い線まで
キッチリ差し込下さい

・ ゴム管は必ず
ゴム管止めで止めて下さい

ガス栓キャップ
（使用しないガス栓にかぶせて下さい）

ｺﾞﾑ管止め

開催日 2019年6月1日（土）・2日（日）
10：00 ～ 18：00 ※2日は17：00迄

場 所 沖ガスショールーム

目玉品大特価ｺｰﾅｰ、ガス相談ｺｰﾅｰなど盛りだくさん!

協賛 ： ㈱白石、タカラスタンダード、パロマ、沖縄シャープ、美里工務店

検針・配送担当からのお願い

安全に、ボンベ交換やメーター検針が行えるよう、メーターボックスの近くには物を
置かないようご協力お願いします。また、犬を飼っているご家庭は、出入り口や
ガスボンベ、メーターボックスから離れた場所につないでください。

今年も沖ガスショールームにて、ガス器具やシステムキッチン・家電製品を
お得な価格で販売いたします。
また、リフォームのご相談やお見積りなどお気軽にお問い合わせ下さい。
ご来場お待ちしております。

キッズコーナーも
あります！
ご家族でお越しください♪

ご来場者には粗品
のプレゼント♪

こんな時はご連絡下さい

・ガス設備の工事や、新しくガス機器を取りつけるとき、または取り外すとき
・新築・改築･転居などで、新しくLPガスを使うとき
・ストーブなどの季節的機器で取りつけ・取り外しが困難なとき



（株）スタート・ライン
心と身体の機能回復センター

〒904-2141
沖縄市池原５丁目2-13

ボディケアセンターKASTUMI
デイサービス一歩
℡098-938-7330

http://sutartline-oki.jp

心と身体の健康回復センター

冷えから身を守る『防寒テープ貼り』

先月の「ほかほかストレッチ」に続いて、今月はそろそろ会社や学校でもクーラーを使用する時期に
なり、それが苦手な人（足元が冷えてイヤ、寒くてイヤ）に貼るだけで足の冷えが改善できる
全国冷え症研究所のおすすめ療法の『防寒テープ貼り』をご紹介します。

冷え症の方の足が冷たいのは、足の皮膚に近い血管
から熱が逃げてしまうからです。
方法は簡単、足の３か所に医療用の防水テープを貼る
だけです。
貼るテープはドラックストアで入手出来ます。
例 「デルガード防水フィルムロールタイプ」

「ニチバン防水フィルムロールタイプ」
名刺サイズに切って貼りましょう。

「ヒハツ」を摂って「ほかほかストレッチ」を熱をつくったら、熱を逃さない為の
テープと理解して３っをセットで行うと良いでしょう。
※ヒハツとは・・・毛細血管を強く元気にする石垣で生産されている香辛料。一日の摂取量は小さじ半分程度

2週間程の３点セット療法（ヒハツ摂
取+ほかほかストレッチ+防寒テー
プ）でいろいろな慢性症状が改善さ
れた方も多いのでおすすめです。

例

鮭のマスタードマヨ焼き

◆作り方◆
アルミホイルに鮭をのせて
塩コショウふり、合わせた（Ａ）を
塗り（Ｂ）をふりかけ、弱火で
８分～１０分焼きます。◆材料◆ ２人分

鮭 ・・・ ２切れ
（A） （B）
塩・こしょう ・・・ 各少々 パン粉 ・・・ 大さじ１
粒マスタード ・・・ 大さじ１ パセリ ・・・ 大さじ１
マヨネーズ ・・・ 大さじ2 （刻み）

焼き具合をみながら、火力と
時間を調整して下さい。
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キ リ ト リ

住所 ：

氏名 ：

電話 ：

応募締切
２０１９年 ５月 ３1日
FAX ０９８－９３９－６０８７

今月ご紹介のお店でご利用できるお食事券
3,000円分を差し上げます!!応募方法は集金担当
者への手渡し・来店・FAX・郵送のいずれかの方法
でご応募下さい。
FAXで応募される方は、解答欄や住所が見え
づらい場合がありますのでご注意ください。

抽選で全問正解者10名様に
お食事券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

FAX番号098-939-6087

５月号ク イ ズ コ ー ナ ー
（答えを○で囲んで下さい）

３月号クイズ当選者発表

１、4月1日に発表された新元号はつぎのうちどれでしょうか？
イ）、久化 ロ）、 万保 ハ）、令和

２、５月５日端午の節句に食べる餅とは？
イ）、 かしわ餅 ロ）、 ひし餅 ハ）、カーサムーチー

３、食べると安心するケーキはどれでしょうか？
イ）、ショートケーキ ロ）、ホットケーキ ハ）、ロールケーキ

４、落花生をつかった沖縄の郷土料理とは？
イ）、ゆし豆腐 ロ）、ｼﾞｰﾏｰﾐ豆腐 ハ）、 高野豆腐

✿ ３月号解答 ✿
１、 ロ（桃） ２、イ（酒かす）
３、ハ（ロバ） ４、イ（うりずん）

Parlour.S(ﾊﾟｰﾗｰ・えす)
沖縄市大里47
営業時間

AM11：00～
（売れ切れ次第終了）

定休日：水・日曜日・祝日
（ゴールデンウィーク）
お昼は数量限定でアツアツの美味しいお弁当が並び
ます！（¥200～）美味しいﾐﾈｽﾄﾛｰﾈｽｰﾌﾟ付♪
他にも、¥100そば、ﾀｺﾗｲｽ、ｶﾚｰﾗｲｽ、かき氷など
多数取り揃えております。
みなさまのご来店、心よりお待ちしております。

ま ん が 喫 茶

ブルーラビット
沖縄市松本1-2-16
（メゾン山昌１F）

☎ 098-929-1239

営業時間 10：00～24：00

日替わりランチをはじめ、その他チャーハン、ハンバー
グ、チキン唐揚げが自慢です♪マンガの種類も豊富で、
携帯やパソコンを店内で気軽に使えるよう
電源コンセントも数多く用意し、Wi-Fiも完備しておりま
す！どうぞご来店ください。 HP http://bururabi.com

お弁当屋 ぴーす
沖縄市山内２－１－１
（球陽ストリート）
営業時間

AM6：00～PM14:00

定休日：日曜日
弁当各種、ミニサイズから
がっつりサイズまで!(^^)! カルビ弁当や
オムタコス弁当・そばもあります。
ぜひ来店下さい！お待ちしております

・沖縄市 島袋 様
・沖縄市 金城 様
・沖縄市 幸地 様
・沖縄市 仲原 様

・沖縄市 島田 様
・うるま市 兼久 様
・うるま市 古謝 様

・北谷町 新垣 様
・北谷町 下地 様
・恩納村 藤岡 様

クイズに応募して
お食事券をゲットしよう♪


