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次回Vol.30は、2022年3月上旬発行予定です。

「こまめだよりVol.29」アンケート
（折込/WEB）にお答えいただいた
方に抽選でプレゼントを
差し上げます。

こまめだよりについてのお問い合わせは、野口・今﨑まで。

こまめな
プレゼント

「こまめだより」はお客さまと西部ガスリビングを
繋ぐ季節のお便りです。みなさまのお声をもとに
ちょっと役立つ情報をお届けします。

◀おまめくん

こまめちゃん▶

つくりかた

①玉ねぎ、じゃがいもは薄切り、白菜2ｃｍ幅に切る。
②鍋にバターを入れ、玉ねぎ、じゃがいも、白菜の順に炒める。
③水、ローリエを入れ、15分ほど弱火で煮込む。
④ローリエを取り、ミキサーでなめらかになるまでまぜる。
⑤鍋に戻し入れ、牛乳を入れ温め、塩と白こしょうで味付けする。
⑥器に注ぎ、黒こしょうを挽き、パセリ、オリーブオイルを飾る。

寒い冬の季節がやってきました！
冬に旬を迎える食材はたくさんありますが、特に冬野菜は
寒さに耐えるために糖分を蓄えることで甘みが強くなり、
海鮮は脂が乗って美味しくなります。
今回は12月～2月の間で最も美味しくなる“ぶり”と、
お鍋以外にメニューが浮かばない方も多い“白菜”を
美味しく味わうレシピを2つご紹介します。

野菜が焦げない
ように、火加減に
注意しましょう

こまめ

西部ガス ショールーム ヒナタ福岡
ガスでつくる快適でスマートなくらしをご体験できます！
多彩で充実した料理教室も行っていますよ！

福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27
TEL 092-411-0500
営業時間 ／ 10：00～18：00
休館日 ／ 水曜・年末年始・夏季

レシピ提供 ： 西部ガスクッキングクラブ福岡
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材　料 （ごはん2合分）

ぶり･･････････ 2～3切
舞茸 ･････････ 1パック
生姜 ･･･････ 1～2かけ
ごぼう････････ 1／4本
米 ･･････････････ 2合
しょうゆ ･･････大さじ2
塩 ･･･････ 小さじ1／2
水 ･･･････････ 400ｃｃ
三つ葉 ･･････････少々

材　料 （2人分）

白菜 ････ 1／8～1／4個
玉ねぎ ････････････ 1個
じゃがいも ･･････ 1／2個
水 ･････････････ 200ｃｃ
バター･･････････大さじ1
ローリエ････････ 1～2枚

牛乳 ･･･････････ 150ｃｃ
塩 ･････････････小さじ1
白こしょう ･････････少々
オリーブオイル ･････少々
粗挽き黒こしょう ･･･少々
パセリ･････････････少々

ー リフォー ム 事 例 編 ー

「最初はとにかく見積の細かさに驚きました。どんな材料を使うかまで
書いてあったので、品質の良いものを選んでくれていることがよくわかり
ました。外壁の色やベランダデッキの材質などは担当の本村さんの提案
のおかげで、納得のいくものが選べました。工事の職人さんたちの作業も
とても丁寧で、監督さんなんて庭の手入れや草むしりまでしてくれたんで
すよ(笑)。ほか、古くなったカーポートの屋根の取り替えや、穴が空いて
ポタポタと音がしていた雨どいの修理もしてもらいました。すっかり新築
のようなカッコイイ外観になって大満足です。次は家の中もお願い
しなきゃなと思っています」

仕上がりの美しさはもちろん、
見積の細かさ、提案、熟練の職人技に大満足！

住宅リフォーム部 本村 ▶

▲ 塗装が剥げ、ヒビも入っていた以前の木製ベランダデッキから、風雨に
強く劣化しにくい素材のものにリフォーム

カーポートの 

▲

屋根も新調

▲ 外壁の塗料は汚れ
等が目立ちにくい光
沢のあるタイプに。
色もとても気に入っ
ていただきました

▲ 新しい外壁は黒と白のツートーン。シャープな印象で玄関もすっきり見えます。 

▲ お庭側から見た外観の雰囲気もガラリと
一新。雨どいは3か所に穴が見つかり、
すべて修理しました

今回
のお客さま

福岡市
Nさま邸

西部ガスリビングで手がけた施工事例を、
ご依頼くださったお客さまのお話とともにご紹介します。
今回は外壁塗装とベランダデッキのリフォームです。

今回
担当した
のは

After

After After

Before

施工費用概算施工期間

約200万円約1ヶ月
お問い合わせ・ご相談は

お気軽に！ 0120‐494‐312
住宅リフォーム部

After

Before

「築25年の我が家の外壁は、少し前から雨水の侵食などで塗装の剥げが目立ってきて
いたんです。そのせいで業者さんに塗装の飛び込み営業をされることもしばしば。ベランダ
デッキにもヒビが入ったり、つなぎ目が離れたりしていたので、この際いっしょにリフォーム
することに。インターネットで家の塗装工事について調べるとトラブルが多いと書いて
あって、頼むならちゃんとしたところじゃないとダメだと考え西部ガスリビングさんにお願い
することにしました」

まるで新築 !? 外壁とベランダデッキをリフォーム

つくりかた

①ぶりは塩をして、冷蔵庫で
30分～1時間置く。水気をペーパーで
しっかりとる。

②米は研いで20分浸水しておく。
③舞茸は一口大にさく。
ごぼうはささがきにする。
生姜は千切りにする。

④ぶりをフライパンで両面焼き色を付ける。
⑤土鍋に米、水、しょうゆ、
塩を入れ、上に生姜、ごぼう、
舞茸、ぶりをのせ、中火で
13分炊き15分ほど蒸らす。
（または炊飯器で炊く。）
⑥三つ葉を散らす。 土鍋で炊くと、ご飯もふっくら

ぶりもしっとりジューシーで美味しい～♪

焼き色をつけることで、
香ばしさが
アップします！

こまめ

Before



スタッフの
早田杏さん

十四代目の
大賀喜一郎さん

フロント係の
松尾恵さん

スタッフの
中武さん

さすが専門店と思わせる美味しさのわらびもち（420円）

地元福岡の酒を
ぜひ味わってください
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疲れを癒しに
ぜひお越し
ください

「こまめだよりvol.29」アンケート（折込/WEB）
にお答えいただいたお客さまの中から抽選
で 5名様に森のログレストラン アラスカの
『3,000円分お食事券』をプレゼント！
（締切2022年1月31日）

こまめな
プレゼント

二日市温泉 大丸別荘 検 索

福岡県筑紫野市湯町1-20-1
TEL 0120-44-4126 （予約・問合せ）
営業時間 ／ 昼の部 11：30～16：00
　　　　　　夜の部 17：30～22：00
　　　　　　※ 時間は変更になる場合があります
定 休 日 ／ なし

二日市温泉 大丸別荘

年末年始は筑紫野でまったり

<基本の材料＞ 重曹、クエン酸、水
<アレンジ用＞ アロマオイル、粗塩、
食紅（赤・青・黄色）

<作るための用具＞
ボール大１つ、ボール中３、計 量
カップ、霧吹き、紙コップ（食紅を
水で溶かす用）、固める型（球体、
星型など）、ビニール手袋、スプーン

大賀酒造 検 索

福岡県筑紫野市二日市中央4-9-1
TEL 092-922-2633
営業時間 ／ 8：30～17：15
定 休 日 ／ 日曜・祝日、12/31～1/3

大賀酒造

どら焼きは
早い者
勝ちです

天拝山の麓にある駐車場から歩くこと約150m。舗装もしていない
山中の小径を進むと、自然と一体化したようなログハウスが現れます。
少々不便な場所にありますが、県外からも多くの人が訪れる人気の
レストランです。天井も高く開放的な
雰囲気の店内で提供されるのは、
ボリューミーなピザやパスタ、ロースト
ビーフにサーロインステーキなど。周囲
の森に浄化されたきれいな空気を感じ
ながらいただく料理は、お腹だけ
でなく心も満たしてくれます。

わらびもち 松本茶屋 検 索

福岡県筑紫野市阿志岐2394-1
TEL 092-928-1191
営業時間 ／ 10：00～18：30
定 休 日 ／ 1/1～5

わらびもち 松本茶屋

森のログレストラン アラスカ 検 索

福岡県筑紫野市武蔵2-8-28
TEL 092-928-1377
営業時間 ／ 11：30～17：00（LO16:00）
定 休 日 ／ 火曜、12/30～1/1

森のログレストラン アラスカ

自慢のいちごを
食べに来てね！

ストロベリーフィールズ 筑紫野いちご農園 検 索

福岡県筑紫野市筑紫1278
TEL 092-400-3239 （いちご狩り予約）
＜つながらない場合は090-4516-1484＞
営業時間 ／ いちご狩り 9：00～17：00（最終受付16：20）
　　　　　　シュクレ・フレーズ 10：00～18：00
定 休 日 ／ 月曜（祝日の場合は翌日）、シュクレ・フレーズは月曜・第2・4火曜

ストロベリーフィールズ 筑紫野いちご農園
&パティスリー シュクレ・フレーズ

手足を伸ばしてゆったり浸かれる
広々 とした大浴場。

源泉かけ流しの湯はアルカリ単純泉

日帰りプラン（昼の部）で
提供されるのは創意溢れる
会席料理。冬に味わいたい

さまざまな旬素材が
盛り込まれます

お食事専用の個室は広々 。
人の目を気にせず、

のんびりくつろげるのも
うれしいですね

左から太宰府梅酒「東風の梅」（1,430円）、
「大吟醸筑紫野」（2,915円）、

大賀純米吟醸無濾過生原酒（1,595円）。
全て720ml 入り

※大賀純米吟醸無濾過生原酒は12月下旬頃
より販売開始予定です。

いちご狩り40分食べ放題／大人2,200円、
小学生1,500円、幼児（3歳以上）1,300円

※4月以降は料金が変わります

平日限定のランチセット・ノルウェー産
サーモンのステーキ（2,310円）

いちご大福
（上／462円）や

いちごタルト
（左／ホール1620円）

など見た目もキュートな
スイーツも人気
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とこぱん

こちらもおすすめ！

アットホームな雰囲気の
かわいらしい
人気ベーカリー

ナナパン

こちらもおすすめ！

食パンやシフォンケーキも
人気のおしゃれパン屋さん

ハローコーヒー

こちらもおすすめ！

美味しいコーヒーとユニーク
スイーツを味わって！写真
はかがみもちチーズケーキ

日本酒や焼酎、
リキュール等
全銘柄が
並ぶ店内

※コロナ禍による影響で営業時間の変更や、臨時休業の可能性がありますので、お電話等でご確認の上、ご訪問ください

人気メニューのドーム型ピザ
森のボンバーピザ（2,728円）

スタッフの奥村良介さん

スローな
時間をお過ごし
ください

しっとりと焼き上げられた
どら焼き（130円）は甘さ控えめ

Q
最近の

リフォームの
流行りや傾向が
知りたいです！

このコーナーは、お客さまから寄せられた疑問に
西部ガスリビングの“建築士”や“インテリアコーディネーター”
がお答えするコーナーです。

教えて！

おうちでカンタン！

手づくりバスボムで優雅にバスタイムエコライフ
こまめちゃんの

プチ
おうち時間をもっと楽しく有意義に

最近流行りのリフォームは“壁面アクセント”です。本格的
なリフォームには手を出しづらくても、手軽にＤＩＹができるのを

知っていますか？ おススメなのは、Francfrancのウォールペーパー！
シールのように貼ってはがせるリムーバブルタイプで、トイレ程のスペース
であれば5000円程度で簡単にアクセントクロスを貼ることができますよ♪
また、シール付きのウッドパネルやタイルシートなど、初心者でも手軽に扱える
壁面アクセントの種類は年々増えてきています！

ご自宅の一角で、自分らしい素敵空間を実現しませんか？
【おススメのメーカー】Francfranc／WALPA（輸入壁紙専門店）

A

重曹とクエン酸を2：1の割合で
混ぜる。
※重曹とクエン酸は食用のもの
をご使用ください

1
霧吹きで材料を湿らせる。

材料を手で握って
固まる程度まででOKpoint

3 4

1日の終わりのリラックスタイムやお子さまと一緒のバスタイムを、手づくりバスボム
で彩りませんか？実は100円ショップで手に入る材料で、とても簡単に作れるんです。
アロマオイルや食紅などを使えば、香りや色も自分好みにアレンジ可能！
お子さまも一緒に、簡単に作れる手順をご紹介します。

アレンジも可能 自分好みのバスボムをつくろう！

2
食紅や粗塩、アロマオイルなど
をお好みで混ぜる。

食紅は少しの量で色
がでますよ！point

型につめる。隙間なく型に押し込み、
24時間以上放置する。型から出したら完成！

シリコン製のおかずカップや型
は綺麗に取出しやすいですよ！point

大小約20棟のハウスを有する「ストロベリーフィールズ」
では、いちご狩り（完全予約制）を絶賛開催中。１つのハウス
に「さがほのか」や「かおりの」など3～5品種が栽培され、
食べ比べもできちゃいます。農園向かいにあるスイーツ店
「シュクレ・フレーズ」では、いちごのケーキや焼き菓子を
販売。喫茶コーナーで提供している旬の果物を使った
パフェも人気です。

ここはいちごパラダイス♪
もぎ立てもスイーツも美味！

2

創業150年余、「大丸別荘」は昭和天皇もご宿泊された二日市温泉を代表する
老舗旅館。6500坪の広大な敷地内に３本もの自家源泉を持ち、肌触りなめらかな温泉
は毎分100ℓの湧出量を誇ります。館内は格式の高さを感じさせる和の趣。日常の
喧騒を忘れさせる静寂に心が和みます。そんな宿の魅力を気軽に楽しめるのが「日
帰りの温泉付きお食事プラン」（1名様平日6,050円～／昼の部）。食事専用の個室
で宿自慢の創作会席料理が味わえ、時間内であれば何回でも温泉に入ることが可能
です。一年の疲れを癒すのにぴったりな、贅沢な時間が過ごせますよ。
※ 日曜・祝日・正月は料金が変わります。詳しくは直接お問合せください。

温泉とご馳走を楽しむ贅沢日帰りプラン
万葉集にも歌われた二日市温泉の名宿

1

口に入れると衝撃のトロットロ食感。やわらかさとやさ
しい口溶けに驚く絶品わらびもちの専門店。本わらび粉
を使いキメの細かい京きな粉で仕上げるわらびもちは
プレーンと八女茶の２種があります。また、一つひとつ
丁寧に手焼きされ、１日に80～90個ほどしか作れない
というどら焼きも人気。こちらは11時くらいには売切れ
てしまうそうなので、購入したい場合はお早めに。

地元の甘味をお土産に
売切れ御免の大人気

3

非日常を提供する自然派レストラン
森の小径をテクテク進むと…？

5

清酒「玉出泉」で知られる大賀酒造。創業は
延宝元年（1673年）、福岡で一番歴史が古い
酒蔵です。お酒は宝満山の伏流水が涌く井戸の
水で仕込み、品質を第一に今も丁寧に手作り
されています。12月になるとこの時期しか味わえ
ない新酒や生酒も販売。ほか、福岡県酒類鑑
評会金賞受賞（2021年）の「大吟醸筑紫野」
や大宰府政庁跡の梅を使った梅酒「東風の梅」も
おすすめ。年末年始の贈り物
やご自宅用にいかがですか？

芳醇な日本酒で乾杯！
福岡県で一番古い酒蔵の

4

設計・施工管理部 桑野 ▶


