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株式会社 沖ガス

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

〒904-2143
沖縄市知花5丁目36番1号
TEL（098）939－4635
FAX（098）939－6087
E-mail okigas@crux.ocn.ne.jp

URL http://okigas.com/

波照間島産黒糖と本格インドスパイスを使ったタコライス
専門店が沖縄市美原にオープン！
系列のインドレストランCORECURRYで培ったスパイスの知
識と沖縄への愛を一つの皿にのせました。
コクのあるタコミートと手作りの特製サルサはお子様か
ら年配の方まで幅広くお召し上がりいただけます。
タコライスの他にもこだわりのタコスやスパイスカレー
インド式窯タンドールで焼いたガーリックチキンなど豊富
なメニューがございます。
皆様のご来店心よりお待ちしております。
★お持ち帰りもOKです★
サンサン タコライス オキナワ

〒９０４-２１５３
沖縄市美原１－２２－２０
☏０９８-９８９-４９００
営業時間
１１：００～２１：００
定休日
火曜日

～こんなときにはご連絡ください～
● ガス設備の工事や、新しくガス機器を取り付けるとき、または取り外すとき。
● 新築・改築・転居などで、新しくガスを使うとき、またはやめるとき。
● ガス以外の工事（水道工事や増改築など）を行うとき
（ガス配管系統の変更は連絡を取りながら実施しましょう）

～ 営業時間のお知らせ ～
営業時間
9：00～18：00（月～土曜日）
窓口支払時間 9：00～17：00（月～金曜日） ※土・祝日は除く
（料金等のお問合せにつきましては営業時間内にお願いいたします。）
ゲストルーム
※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。

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、ボンベまわり・メーターボックスの
近くには物を置かないように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。

当社では、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点検致します。（無料）
訪問時にお会いできなかったお客様も再度お伺いしますのでご連絡下さい
事前にご連絡いただければ、土・日・祝日もお伺いします

ＳＩｾﾝｻｰコンロの安全機能
～標準整備される内容～

安全機能

センサーが鍋底の温度
を 感 知 し 、 約 250 ℃ に
なると自動的に消火し
て油の発火を防ぎます。

すべてのバーナーに安全センサー
（立ち消え安全装置・調理油加熱防止装置・
消し忘れ消火機能）を搭載したコンロです。
安全機能

●消し忘れ消火機能

●調理湯加熱防止装置

安全機能

消し忘れても、点火後
一定時間が経過した時
点で自動的にガスを遮
断し消火します

●立ち消え安全装置
煮こぼれや吹きこぼ
れ強風などで火が消
えたとき自動的にガス
を止めます。

コンビニ払いをご利用のお客様へ
今年度より、コンビニ用紙発行時の手数料を６月検針分から２５０円（税別）別途かかることになりました。
（コンビニ用紙紛失などによる再発行の場合も都度２５０円税別かかります）
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、手数料のかからない口座振替への変更をこの機会に是非ご検討ください。
口座振替をご希望されるお客様は弊社より申込書を郵送しますのでご連絡をお願いします。

・沖縄銀行
・コザ信用金庫

・琉球銀行
・海邦銀行
・ゆうちょ銀行
・沖縄県労働金庫
・沖縄県農業協同組合

事務所からのご案内
弊社ではこれまで営業時間内での集金・来社払いに対応しておりましたが、今後は土・日・祝日の集金・
来社払いの対応を廃止し、平日の窓口での支払を夕方５時までの対応とさせて頂きます。
事情をご賢察の上ご協力お願いいたします。
お客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

遊漁船

銀河

釣りシーズン到来！

泡瀬漁港出航の遊漁船
「銀河」では、種類豊富な
魚類が釣果上昇中です！
今回は津堅島・久高島
周辺にてアカジン・カツオ
・グルクン・ガーラ・など
お客様も大満足でした。
★ご予約・お問合せはこちらまで

090-1945-9324（高江洲）

心と身体の健康回復センター
脂肪、特に内臓脂肪を落とすために取り入れよう！

高カカオチョコレート
近年、チョコ好きの長寿の人が多いことをきっかけに健康効果の研究がはじまり、
内臓脂肪、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの改善に効果があることが明らかに
なったのです。
体脂肪撃退に高カカオチョコが有効な理由の第１は、
血糖値の急上昇を防ぐ「低GI食品」であり、食前に摂
取すればインシュリンの多量分泌を防ぎ、脂肪の合
成を防いでくれること。
加えて難消化性で大腸まで届き、便通の改善など
に働く「カカオプロテイン」や「食物繊維」 高い抗
酸化作用で細胞を守る「カカオポリフェノール」な
どが脂肪燃焼と健康を後押しするのです。

イタリアで行われた実験では、1日２５ｇの高カカオチョコを数回に分けて摂取
し３ヵ月間食べ続けたところ、肝機能を表す数値が軒並み改善（脂肪肝が改
善）。さらに続けたところ、高血糖や高血圧、便秘症が改善し脂肪も減少しま
した。
高カカオチョコは「朝昼夜の食前と食間の1枚（5g）ずつ食べる」のが効果的！
1日5回、高カカオチョコを食べて内臓脂肪を撃退しましょう。
以上、栗原クリニック東京

栗原毅院長のお話です。

（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

５ 月号 ク イ ズ コ ー ナ ー （ 答 え を 〇 で 囲 ん で 下 さ い ）
１）５月４日は何の日でしょうか？
イ、）あおの日
ロ、）きいろの日

ハ、）みどりの日

２）母の日に送られる花といえば？
イ、）ヒマワリ
ロ、カーネーション ハ、）バラ

応募締切
２０２２年 ５月 ３１日
FAX ０９８－９３９－６０８７

住所 ：

３）沖縄の県蝶は「オオゴマダラ」ですが次のうちどれでしょうか？
イ、）

氏名 ：

ハ、）

ロ、）

電話 ：
４）歯を治すのが得意な動物は次のうちどれでしょうか？
イ、）クマ
ロ、）リス
ハ、)シカ
キ

３月号クイズ当選者発表！
沖縄市
沖縄市
沖縄市
沖縄市

青木
石川
勝連
城間

様
様
様
様

沖縄市
沖縄市
北谷町
北谷町

リ ト リ

解答 1、ロ 桃 ２、イ 口が開いている

仲宗根 様
浦崎 様
久保田 様
豊見里 様

うるま市 平良 様
うるま市 安慶名 様

くら亭

３３ TACO RICE
ＯＫＩＮＡＷＡ

食事処

沖縄市美原１－２２－２０
☎０９８－９８９－４９００

（かりゆし郵便局裏）
☎ 098-938-1303

営業時間 １１：００～２１：００
定休日：火曜日
おすすめのタコライスはコクの
あるタコミートと特製サルサで、
年齢問わずお召し上がりいただけます。
ぜひご来店下さい！ ★お持ち帰りもオッケー★

定休日：月/水曜日
営業時間

居酒屋

３、イ ４、ハ め

沖縄市登川1-1-34

11：30～14：00（ランチ）
17：00～22：00（カラオケ有り）
メニューは馬肉料理を中心に、お持ち帰りも対応して
おります。ご来店お待ちしております。

賛否両論マル池

沖縄市宮里3-17-16
☎080-6482-2655
営業時間
PM：5：00～AM1：00
定休日：不定休
海をイメージした店内で
種類豊富なお酒と
新鮮なお刺身、その他お酒に合う
おつまみでゆったりと楽しい時間を
お過ごし下さい。お待ちしております♪

抽選で全問正解者10名様にお食事券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！
今月ご紹介した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・郵送等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。

緊急事態宣言中は営業時間や休業などに変更に
なる場合がございますのでご了承下さい。

