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年 　 齢

ご 住 所

電 　 話

ご 利 用

会 　 社

※該当する項目に点をお願いします。

□直方ガス　□筑豊団地ガス　□九酸ガス住設

□小竹ガス　□筑穂プロパン　□ショールームここち

□Q-SANリフォームおがわ　□介護サービスわかば

直方局承認

(<8228790ddddddddddddd->

受講生募集

Q-SANくらぶ通信

Q-SANでんき

Q-SANリフォームおがわ

・会員募集 ・イベント予定 

「おすすめリフォーム」

ショップインフォメーション
「中華ダイニング のが」

イベント・お祭りインフォメーション

お知らせ・クッキング教室・カルチャー教室

介護サービスわかば
 「エクササイズマット ST」

「コーヒー大福」「みそコラム」

P.8

P.3～6

ここち楽楽クッキングP.7

P.13～14

写真コンテスト
・第3次募集 ・第2次応募作品紹介

P.15～16

裏表紙

P.9～10

ガス特集
 「ガス衣類乾燥機 乾太くん」

P.11～12

P.17

P.18

10万人突破記念P.1～2

(株)小竹ガス商会
☎09496-2-0425
(有)筑穂プロパン
☎0948-72-1225

直方ガス(株)
☎0949-22-2496
筑豊団地ガス(株)
☎0949-24-6752

(株)Q-SAN リフォームおがわ
☎0949-23-2525

(株)介護サービスわかば
☎0949-22-0808
Q-SAN ショールームここち
☎0949-29-1313

九州酸素(株)
☎0948-25-2134

きた い 以 上 のことを

九酸・直方ガス企業グループ
ホームページからもご覧いただけます
http://www.Q-SAN.co.jp

(株)九酸
本社・直方営業所
☎0949-22-5555
飯塚営業所
☎0948-22-0417
北九州営業所
☎093-571-0831
宮田営業所
☎0949-33-4950
医療部
☎0948-22-0849

(株)九酸ガス住設
本社・飯塚営業所
☎0948-22-6024
直方営業所
☎0949-22-0678
北九州営業所
☎093-632-8523
鞍手営業所
☎0949-42-1003

ここち来場10万人
特別企画

詳細はP1,2をご覧
ください。

差出有効期間
2 0 2 0 年 9 月

3 0 日まで
●切手不要
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ヒントヒント

応募内容

応募方法

応募期間

当選発表

※謝恩進呈品は抽選となります。
１０万人達成記念、お客様謝恩の特別企画です。

①お一人様1回限りの申込みとさせていただきます。
②空欄に入るキーワードをお答えください。
③申し込みは、ハガキ郵送・ホームページ・ＱＲコード

※お申込み期限は、９月１０日までの到着分が有効となります。

下記の空欄に入るキーワードを埋めてください！

おかげさまで
〇〇〇〇
達成！！
ひらがな文字は使いません。

ショールーム

ＱＲコード ： 右のＱＲコードを読み取り、
　　　　　 情報を入力してください。

ハガキ ： 左の申込書を切り取り、
　　　   そのまま投函してください。（切手不要）

ハガキ ： 上記期間の到着分が有効。
ホームページ ： 上記期間の申し込み分が有効。
ＱＲコード ： 上記期間の申し込み分が有効。

２０２０年８月１日(土)～９月１０日(木）まで

※商品進呈は、各会社の営業マンがお客様宅へお伺いいたします。
9月23日(水)よりホームページに掲載。

おかげさまでご来館者様おかげさまでご来館者様
ショールーム

ここち来場10万人特別企画申込書
キリトリ線キリトリ線

ここち来場10万人特別企画
申し込み説明

ホームページ ： 「 Ｑ-ＳＡＮ 」を検索
　　　　　　　申し込みフォームから
　　　　　　　入力してください。
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Q-SANショールームここちは、２０２０年６月で御来場者１０万人を達成いたしました。
これもひとえに、お客様と地域の皆様のご愛顧とご支援によるものと深く感謝し、楽しんで
いただけるよう動画の無料配信及びお客様謝恩企画を準備いたしました。
詳しくは前ページをご覧になり、是非ご参加され、１０万人達成を共に喜んでいただけたら
と願っております。
これからも、皆様のお役に立てるよう日々取り組んでまいりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

社員一同

洗濯物の悩みをカラッと解決

ガス衣類乾燥機
「乾太くん」
紹介動画

介護用ベットの
日常点検
点検して
みよう 

ここち来場10万人特別企画

QーSANオリジナルギフトブック
「筑豊の誇り」（3,000円分相当）を
30名様に

QーSANオリジナルギフトブック
「筑豊の誇り」（3,000円分相当）を
30名様に

の健康で快適な暮らしに役立つミニ動画
ギフトブックに掲載されている

「おいしい」「たのしい」商品の一例です。

Wチャンス! 上記のプレゼントが外れたお客様の中から再抽選！
プレゼント!!10名様 100名様

￥5,000.

500円分5,000円分
商品券 QUOカード

プレゼント!!

日頃のご愛顧、誠にありがとうございます。

ショールームここち

トイレお掃除術

お家のお掃除
ワンポイント

Q-ＳＡＮリフォームおがわ

九酸ガス住設・直方ガス

介護サービスわかば

「ここちスイーツ教室」
紹介動画
元気のでる
パワフルスムージーを作ろう



定員を超えた
場合の抽選

マスク着用での
教室参加

教室料金の
当日支払い スリッパの持参

検温のご協力

新型コロナウイルス感染防止対策を施しながらの教室開催となります。
その為、講師の方々ともお話し、教室数、定員等を調整しております。
お客さまと従業員の安全を第一に考え開催を行いますので、

何卒ご理解・ご協力宜しくお願いいたします。

１０月～１２月教室の
開催にあたって

１０月～１２月教室の
開催にあたって

10001000
￥￥￥￥￥

￥

人数制限及び距離を
保っての教室開催

手指消毒・換気・
除菌の徹底

教室開催時間
の短縮
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●申込み期限 【10月教室】 2020年9月10日まで　【11月教室】 2020年10月10日まで　【12月教室】 2020年11月10日まで全教室共通

December
12月12月

November
11月11月

October
10月10月

みんなの「ここち
いい」が

きっとみつかる。
みんなの「ここち

いい」が

きっとみつかる。
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季節のスイーツ

受講生募集

・マロンパフェ
・スイートポテトパイ

U-1 11/29[日]

13:00～14:30
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

山田 麻希
パティシエ

手打ちそば
秋の味覚でスイーツ作りましょう♪

※感染症対策のため、試食はありません。

U-2 12/19[土]

そば打ちの基本と、おいしく食べる
為の茹で方を教えます。

10:00～11:30
2,000円(税抜)

講　師
時　間
受講料

舛田 浩二
全麺協四段

 6名
定員

 8名
定員

1DAY1DAYCOOKING
SCHOOL
COOKING
SCHOOL

ファーストキッチン〈基本の洋食〉

・白身魚のエスカベッシュ(洋風南蛮漬け)
・美味しいステーキの焼き方
・ガーリックライス
・カボチャのパンナコッタ

11:00～12:30
2,000円(税抜)

講　師
時　間
受講料

満永 恵太ザ ハウス オブ リンドマール
支配人兼料理長

自宅で作れる簡単韓国料理
初心者の方でも簡単に作れる基本の洋食をお教えします。

・キムチチゲ
・海鮮チヂミ

U-4 10/18[日]

11:00～12:30
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

金 正淑
韓国家庭料理人

ご自宅で簡単に作れる韓国料理を
みんなで作ってみませんか？

 8名
定員

 8名
定員

デトックス効果抜群! 秋のマンマの家庭料理

・白いんげん豆とツナのサラダ
・たっぷりきのこと海苔のクリーム
 スパゲティ、柚子胡椒風味

U-5 10/24[土]

11:00～12:30
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

若田 英子

イタリア料理教室クオーレ(La casalinga del cuore)オーナー講師、
日本イタリア料理教室協会認定校、
イタリア料理研究家、栄養士、
マクロビオテックインストラクター、
食育インストラクター、薬膳マイスター

パンとちょこっとスイーツ
体内デトックス効果抜群の身近な食材を使ってイタリアマ
ンマの家庭料理を作ります。

・クルミパン
・ちくわロール
・チョコとベリーのケーキ

U-6 11/9[月]

11:00～12:30
2,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

石松 厚子
ジャパンホームベーキング
スクール
師 範

ワイワイ楽しくパン作りやってみよう

 8名
定員

 8名
定員

季節の和食

・鯖棒寿司
・唐芋饅頭餡かけ   ・柚子和え

U-7 11/15[日]

11:00～12:30
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

茅原 康充
旬季 琳太郎経営

季節を楽しむおもてなし

季節を感じる和菓子作り教室
季節の和菓子をみんなで楽しく作ってみませんか？

・いきなり団子
・芋ふかし饅頭
・栗蒸し羊羮

U-9 11/19[木]

13:00～14:30
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

大塚 雅士
大塚菓子舗店主

旬の食材で、季節を感じる料理を
作ってみませんか？

11:00～12:30
2,500円(税抜)

講　師

時　間
受講料

石丸 貴子インナービューティ
ダイエットアドバイザー

藤田ひさみ歯科医、ナチュラル
フードコーディネーター

and＊one Kitchen

忙しくても簡単に出来るおもてなし
料理で季節を楽しみましょう。

 8名
定員

 8名
定員

 8名
定員

四季を感じる日本料理
季節の食材を使った料理を、ご
家庭でも簡単に味わえるよう丁
寧にご紹介します。

・秋茄子と銀杏餅～菊花餡掛け～
・焼き胡麻豆腐 
・木の子椀 里芋擦り流し

U-10 10/25[日]

11:00～12:30
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

西藤 数晃
和料理 蓮花寺さいとう 経営

 8名
定員

手づくり 
調味料

福岡県産の手作り生米麹を使っ
て、無添加で簡単ヘルシーな調
味料を作りましょう！

・塩麹　・甘麹
・ヘルシー塩麹マヨネーズ

U-11 11/7[土]

11:00～12:30
2,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

安藤 久代

みそらぼ代表、味噌ソムリエ
調味料ジュニアマイスター

 8名
定員

クッキング教室クッキング教室

クッキング教室クッキング教室 カルチャー教室カルチャー教室

▼

こちらのQRコードから
お申込みが出来ます

▼

こちらのQRコードから
お申込みが出来ます

入会金無 料
※写真はイメージです。※写真はイメージです。

・残らないお節
U-8 12/10[木]

U-3 10/6[火]

コロナウイルス対策 特別教室

「塩麹、甘麹、ヘルシーマヨネーズ」



※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、受講生の皆様の安心・安全を最優先するために、一部の講座を休講・延期にする可能性があります。ご了承下さい。

オシャレなしめ縄飾りで新年を迎えよう!

1DAY1DAYCULTURE
SCHOOL
CULTURE
SCHOOL
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個人情報について：今回の応募に際し、ご記入頂くお客様の個人情報は九酸・直方ガス企業グループの内部資料として商品やサービス、イベント情報のお知らせ等に利用させていただきます。機密保持については万全を期しておりますのでご協力をお願いいたします。

TEL FAX ハガキ Web
スマホ・パソコンで簡単応募手続き!

●応募方法

〒822-0015 福岡県直方市新町3丁目3-10
「Q-SANショールームここち生徒募集係」まで

①希望教室(教室番号) ②名前(フリガナ)・性別 ③生年月日
④住所 ⑤連絡先 ⑥職業(主婦・会社員・パート・学生・その他)
⑦きっかけ(フリーペーパー・チラシ・ホームページ・ポスター・知人・社員)
⑧Q-SANグループをご利用頂いたことがありますか  はい(会社名) ・ いいえ
⑨紹介者の会員番号　 ⑩紹介者のお名前 

ガスとくらしのショールームガスとくらしのショールーム

⑪名前(フリガナ)・性別 ⑫生年月日 ⑬住所
⑭連絡先 ⑮職業(主婦・会社員・パート・学生・その他)

●ペア参加の場合 ハロー
ワーク
直方

ハローディ
直方店

直方警察署直方警察署
直方市役所直方市役所

セブン
イレブン
セブン
イレブン

73

27
21

419

467

直方市体育館

21

200

直方市消防署直方市消防署

直方駅

南直方
御殿口駅

22

ココ

国土交通省
遠賀川河川事務所
国土交通省

遠賀川河川事務所

南直方
御殿口駅

直方駅

はがき裏
または

FAX用紙に
①～⑮

の項目を記入
してください。

応募締切 1day
クッキング・カルチャー教室共通

※応募多数の場合は抽選し、後日当選者
　のみ発送をもって代えさせて頂きます。

・10月教室:’20年 9月10日まで

・11月教室:’20年10月10日まで

・12月教室:’20年11月10日まで

●受講料のお支払い方法 (クッキング教室&カルチャー教室共通)

お申込み締切後、教室ご案内用紙を郵送いたします。(応募多数の場合抽選後に郵送)

◎1dayの場合：
　1回分の金額は開催日当日お支払いとなります。
※入金済の受講料は原則として返金及び振替はいたしませんので予めご了承ください。
※講座によっては、教材費が必要な場合がございます。
※受講料は、いずれにおいても消費税を別途加算させていただきます。

[注意事項]
※食物アレルギーに関して、個別対応はおこなっておりません。
※応募多数の場合は抽選し、後日当選者のみ発送をもって代えさせて頂きます。
※親子教室を除き、お子様連れの受講はご遠慮ください。
※講座内容・受講日・受講時間は変更になる場合があります。
※応募数が一定数に満たない場合は開講を見合わす場合がございますのでご了承ください。

Q-SANショールーム ここち
■お問い合せ受付時間
　休館日を除く
　AM10:00～PM5:30

☎0949-29-1313 FAX0949-29-1314
〒822-0015　福岡県直方市新町3丁目3-10

ショールームここち 検索

●お問い合わせ

http://cocochi.Q-SAN.co.jp

カルチャー教室カルチャー教室

ほんわか優しい色合いのパステルアート。指や
綿棒を使って色をつなげていきます。絵が苦手
な方にもオススメです。

10:00～12:00
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

やすなが まゆみ
パステル和アートインストラクター

 6名
定員

※ウェットティッシュをご持参下さい。

縦11cm×横9cmのオーナメントです。
Xmasに向けて作りましょう♪

V-1 10/17[土]

V-5 11/27[金]

13:00～15:00
3,200円(税抜)

講　師
時　間
受講料

重田 紀子
ステンドグラスLeaf

 5名
定員

※軍手、タオル、お持帰り用の袋と、汚れることはほとんど
　ございませんが気になる方はエプロンをご持参下さい。 

簡単なファスナー付けなので初めての
方でも大丈夫！カラフルなポーチを一緒
に作りませんか♪

V-4 11/24[火]

13:00～15:00
2,000円(税抜)

講　師
時　間
受講料

光野 美千枝

キルト教室ミモザ
パッチワーク講師・指導員

 6名
定員

※裁縫道具をご持参下さい。※画像はイメージです。

かわいいミニバラです。バラのつぼみ
やお花が思っているよりも簡単に作
れますよ。

V-2 10/3[土]

10:00～12:00
1,500円(税抜)

講　師
時　間
受講料

大鶴 憲子
アトリエのんのん

 6名
定員

※画像はイメージです

パステルアートで描こう♪

パッチワーク ＊modaのレインボーポーチ＊季節の押し絵を作ってみませんか

10:00～12:00
1,800円(税抜)

講　師
時　間
受講料

田代 博昭
竹細工研究家

※軍手、エプロンをご持参下さい。

同じ材料でも色んなデザインができます
よ。私オリジナルのしめ縄飾りで新年を
迎えましょう。

10:00～12:00
3,000円(税抜)

講　師
時　間
受講料

小野 しのぶ

ガーデン教室ボクドベール、
植物雑貨クリエイター

 6名
定員

※ハサミをご持参下さい。

門松はお正月に歳神様がそれぞれの家に訪れる
ための依代と言われています。手作りの門松を
作って良い年を迎えましょう!

V-8 12/27[日]

門松はお正月に歳神様がそれぞれの家に訪れる
ための依代と言われています。手作りの門松を
作って良い年を迎えましょう!

V-7 12/20[日]

10:00～12:00
1,800円(税抜)

講　師
時　間
受講料

田代 博昭
竹細工研究家

 6名
定員

 6名
定員

※軍手、エプロンをご持参下さい。

はじめてのミニ門松作り はじめてのミニ門松作り

粘土でお花を作るたのしいパンフラワー教室ステンドグラス ＊サンタのオーナメント＊

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※サイズ：
　約15×15cm

《あなたへ》《あなたへ》

※申込多数の場合は抽選になり、
　初めて受講される方優先になり
　ます。何卒ご了承下さい。
※作成者1名でのご参加で
　お願いいたします。
※1対門松を作って
　いただきます。

押し絵とは、型紙に綿を貼り、生地でくるんで
貼り合わせて作る立体感のある作品です。可
愛らしい干支の押し絵を作ってみませんか♪

V-3 11/19[木]

10:00～12:00
2,000円(税抜)

講　師
時　間
受講料

駒山 洋子
アトリエ心路(こころ)

 6名
定員

※紙用はさみ、布用はさみをご持参下さい。
※画像はイメージです。 ※サイズ：直径約11cm 

※画像は
　イメージです。  

※申込多数の場合は抽選になり、
　初めて受講される方優先になり
　ます。何卒ご了承下さい。
※作成者1名でのご参加で
　お願いいたします。
※1対門松を作って
　いただきます。

《うし》《うし》

※画像はイメージで
　当日の材料とは異なります。

V-6 12/15[火]

※サイズ：
　約縦13×横23cm
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ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、
お客様と従業員の安全と健康の為、ご理解・ご協力をお願い致します。

ショールーム

ショールームここちでは、国内における新型コロナウイルス
感染症の拡大が危惧されるなか、厚生労働省の指針に準じ、

感染拡大の防止に取り組んでおります。

ソーシャルディスタンス
混雑時は足元の
シールを目安に
お進みください

換気の徹底
密閉空間にならないよう、
窓やドアを開放しています

対面時の仕切り コイントレーでの
受け渡し
接触防止のため、
受付でのお受け渡しには
コイントレーを使用させていただいています

出入り口の
アルコール設置
アルコール消毒液を
設置しています
ご来社の際はご利用ください

トイレ・ドアノブの
消毒
定期的に拭き取り
消毒をしています

従業員の
出勤前検温 
従業員の体温計測を行い、
発熱の確認をしています

こちらでお待ちください

Please Wait Here

従業員の
マスク着用
感染防止の為、
従業員にマスク着用を
義務付けています

感染防止の取り組み

受 付

席を離す、又は
間仕切りを設置
受付に飛沫防止シート設置 



みそソムリエが 語る 三 瀬  僚 一 ニビシ醤油株式会社

みそソムリエ協会認定みそソムリエ。幼少期

を神戸で過ごし父親の転勤で北九州市民と

なる。現在ニビシ醤油（株）に勤務する52歳。

（次回に続く）
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2020年の夏は予報ではかなり暑い夏になりそうです。

そんな暑い中で健康に良いとはいえ熱い味噌汁なんて

飲めないという方には夏でも美味しく味噌をお召し上

がりいただくのに最適な『なめ味噌』をお奨めします。

『なめ味噌』とは、そのまま食品として食べる味噌のこと

で、豚味噌、鯛味噌、かつお味噌、とり味噌、ゆず味噌、

にんにく味噌、牡蠣味噌、生姜味噌、金山寺味噌など、

肉・野菜・魚介・穀物から果物を使ったものなどたくさ

んのバリエーションがあります。キュウリに『もろみ』をつ

けて食べる『モロキュウ』もその一つです。種類が多い理

由は、地域に根付いた歴史があります。その土地その土

地の郷土食であった物が殆どですが、近年はレシピが

沢山公開され、ご自宅で『なめ味噌』を簡単に作ること

ができます。

私のおすすめ手作り『なめ味噌』は“はちみつ味”です。

作り方はご家庭にある『味噌』と『ハチミツ』を７対3で

混ぜるだけで、非常に簡単です。
※味噌の粒が気になる方はすり味噌をご使用ください。

※はちみつ味噌は冷蔵庫で保管してください。

はちみつ味噌は、幅広く使用できます。そのままキュウリ

につけてモロキュウ、スティック野菜にディップとして使

用したり、マーガリンやバターと混ぜてトーストに塗っ

たり。酵素の働きで肉を柔らかくする効果もあるので、お

肉を焼く前に塗って30分程度置き、そのまま焼けば味

噌の香ばしい香りがするお肉料理ができます。また、

焼き魚に醤油の代わりに付けて食べても一味違っ

たお魚をいただけます。

パイン(正味)
グラニュー糖
洋酒
コーンスターチ

①砂糖・餅粉を混ぜたあとお水を加えて混ぜ、
　電子レンジで５分加熱。 

③白あん・コーヒーを混ぜて作った
　コーヒー餡を、２０g盃型に作る。

④その中に８分立てした生クリームを
　絞り入れる。

⑤④を冷凍して生クリームを固める。

⑥固まったら②の生地を練ってコーヒー餡を包む。

暑い夏：みその食べ方

こ
こ
ち
楽
楽
ク
ッ
キ
ン
グ

材料：(５個分) 

講師：大塚 雅士 先生
プロフィール
かわすじ饅頭 大塚菓子舗店主
ここち和菓子教室講師

白あん
コーヒー
生クリーム

コーヒー餡 生地
100g

10g
100g

餅粉
砂糖
お水
コーヒー

50g
50g

50ml
10g

作り方

②①にコーヒー１０ｇを加えて練って
　生地を作る。

⑤の生クリームを入れた餡を冷凍して固めること！

生地が柔らか
餡もとろける コーヒー大福第10回



福祉用具のレンタル・販売・
住宅改修も行います。 株式会社 介護サービス わかば ☎0949-22-0808

キャンペーン期間 （2020年8月～11月）

定価：5,280円（税込）のところ・・・

4,000円(税込)

16種類の
エクササイズサンプルがプリント
16種類の
エクササイズサンプルがプリント

エクササイズマット STエクササイズマット ST

●エクササイズマットST/H-9285
●ト－エイライト株式会社 
●サイズ / 幅620ｍｍ×長さ1820ｍm×厚さ2.5mm
●重　さ / 900ｇ
●材　質 / 外被：PVCビニール、芯材：発泡ウレタン
●生産国 / 台湾

20代
女性飯塚市

表面に基本的なストレッチの図。
指導者がいなくても大丈夫。 イラストを
見ながら1人でもストレッチできます。
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介
護
サ
ー
ビ
ス
わ
か
ば

行楽シーズンが近づいてきました。しかし今年は自宅で過ごされる方も

多いのではないでしょうか。16種類のエクササイズサンプルがプリントさ

れているトレーニングマットのご紹介です。

プリントされたエクササイズを参考に、メニューを組んでトレーニングし

てみましょう。ご自宅での運動不足解消、ストレス発散に、是非ご家族と一

緒にご活用頂けますと幸いです。
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Q
ー
S
A
N
リ
フ
ォ
ー
ム
お
が
わ

☎0949-23-2525
小さな修理からリノベーションまで。お家のことなら何でもご相談ください。

お見積り無料!!
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申込
殺到中!!!!!

そんな悩みも なら

もう干さなくてもいいんです

約95％

お客さま
満足度

商品の詳細は
こちら!

コインランドリーに
行くのが面倒

梅雨・花粉シーズンは
外干しできない

部屋干しすると
ニオイが気になる

なんと
1,500円(税抜)×72回
Q-SANリース

部材※・設置費・ガス工事費込み
※必要部材(排湿管、置台、ガスホース)

いまだけ
２０２０キャンペーン

特別価格

一度使うと
離れられない

早い

安い

ご好評につき
申込件数

50件突破!!



お問い合わせ先
●直方ガス株式会社 / TEL.0949-22-2496　●筑豊団地ガス株式会社 / TEL.0949-24-6752
●株式会社九酸ガス住設　飯塚営業所 / TEL.0948-22-6024  直方・鞍手営業所 / TEL.0949-22-0678 北九州営業所 / TEL.093-632-8523
●株式会社小竹ガス商会 / TEL.09496-2-0425　●有限会社筑穂プロパン / TEL.0948-72-1225
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ガス衣類乾燥機

●ガスコード接続タイプ

※排湿、設置場所の関係上、設置できない場合があります。

RDT-54S-SV
メーカー希望小売価格

140,800円(税込)

●デリケートな物から毛布などの厚手の
　物まで幅広く乾燥させる事ができます！
●ドアの開き方は、左右2タイプから、
　選べます。
●置き台などのオプション品も
　そろえております。

【乾燥容量 ５.０kg】
【高さ684×幅654×奥行545mm】

Q-SANリースがお得！！

直方市在住
主婦 F・Sさん

お客様の

気になる方は
まずはご連絡ください!!!!!

さっそく
乾太くんを使用された方の

感想が届いてます

・初期投資が少ない

・リース期間内は
  メンテナンス補償

・リース期間のお支払
  完了後はお客様の
  所有品になります。

Q-SAN
リースなら

お客さま満足度約95%の理由は?
わ け

約52分で乾く!

1回たったの63円!

毎日使っても

1ヶ月で約1,950円!

パワフルな乾太くんなら、5kgは約52分で乾燥。

電気式の約1/3になるので、家事の時間を大幅に短縮できます。

パワフル温風で短時間乾燥の乾太くん。1回の乾燥コストは5kgで63円。

ランニングコストも安く抑えられます。

衣類をバウンドさせながらガス温風をたっぷり送り込み、

天日干しよりもふっくらやわらかに仕上がります。

とっても
経済的

（天日干し）
かさ高 約18cm

乾太くん

※試験実施 ： リンナイ(株)　ガス種 ： LPGの場合で約52分
※条件 ： 実用衣類5kg （綿50%・化繊50%） /脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

乾
燥
時
間
の
比
較

（全自動洗濯乾燥機）
かさ高 約19cm

（乾太くん）
かさ高 約21.5cm

約52分

電気ヒートポンプ式より約3倍速い!

約162分

※ガス料金LPG：5.1円/MJ（石油情報センター平成27年度月次データ平均（50㎥）データの単純平均より）
　電気料金： 25.6円/kWh、60Hzの場合（基本料金は加算せず）
　条件：実用衣類5㎏（綿50％）/脱水度70％　RDT-54S-SV・標準コース、1日1回使用で算出。リンナイ㈱調べ

一度使うと
離れられない

早い

安い

ガ
ス
特
集

ガ
ス
特
集

長年「乾太くん」とは縁の無い
生活だったので結果的に大変
助かっています。
一度この「乾太くん」に出会うと
もう手離すことは考えられません。
特に天気を気にせず心おきなく
洗濯出来ます。
「乾太くん」ありがとう！！

声

ふっくら感1.2倍!
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くらぶ会員限
定!

☎ TEL下記の各営業所へお申込み下さい。
お申込み方法

Web
24時間受付

https://www.club.q-san.co.jp/
携帯電話・スマートフォンからでも可能です。

サイトへアクセス

ID/パスワード入力

会員限定ページよりお申込み

●直方ガス株式会社／TEL:0949-22-2496

●筑豊団地ガス株式会社／TEL:0949-24-6752

●株式会社九酸ガス住設　飯塚営業所／TEL:0948-22-6024

　　　　　　　　　　　  　　　　　直方・鞍手営業所／TEL:0949-22-0678

　　　　　　　　　　　  　　　　　北九州営業所／TEL:093-632-8523

●株式会社小竹ガス商会／TEL:09496-2-0425

●有限会社筑穂プロパン／TEL:0948-72-1225

QRコードからでもお申込みできます。

2020年9月～2020年12月開催のイベント予定表2020年9月～2020年12月開催のイベント予定表
（コロナウイルス感染拡大防止の為、日程が変更または中止となる場合があります）（コロナウイルス感染拡大防止の為、日程が変更または中止となる場合があります）

12月

［土曜日］
26

11月
上旬
予定

※お子様のみでの参加はできません、必ず保護者の同伴が必要です。
※汚れてもいい格好でお越しください（長靴、帽子、タオル等）。

・時間 ： 10：00～11：30（予定）

★毎年恒例！臼と杵を使って本格的なもちつきをします！
★できたてのおもちをぜんざいでおいしくいただきます。

・時間 ： １０：００～１３：００（予定）

参加費無料！

球根を掘ってお持ち帰りできます！

チューリップの球根植えボランティア

もちつき大会＆ぜんざい作り

場所：遠賀川河川敷

場所：ショールームここち

申込 No.38

申込 No.37

9月

※お子様のみでの参加はできません、必ず保護者の同伴が必要です。
※汚れてもいい格好でお越しください（長靴、帽子、タオル等）。

★大空の下、爽やかに野菜をお世話して収穫を楽しみましょう！
★初心者、途中からの参加も大歓迎！

・時間 ： 10：00～11：30 (以降、隔週開催予定)

無農薬野菜を作る・楽しむ・食べる！

Ｑ－ＳＡＮ農園（第７期）募集
場所：Ｑ－ＳＡＮ農園（直方市上新入）

20名程度 8/21(金)（お子様・保護者含む） ※申込多数の場合は抽選となります。申込締切定員

20名程度 10/31(土)（お子様・保護者含む） ※申込多数の場合は抽選となります。

20名程度 12/11(金)（お子様・保護者含む） ※申込多数の場合は抽選となります。

［土曜日］
5

★毎年春に開催される「のおがたチューリップフェア」に
　向けた事前の活動です。

参加費無料！ ※お子様連れでの参加も可能です。 ※エプロン、三角巾をお持ちください。
※屋外での開催ですので、防寒対策をしてお越しください

申込 No.36

申込締切定員

申込締切定員
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Ｑ-ＳＡＮグループ
（直方ガス・筑豊団地ガス・九酸ガス住設・

小竹ガス商会・筑穂プロパン）の
「ガス」または「Ｑ－ＳＡＮでんき」を

ご利用のお客様

会員限定の優待セール

共同農園（Ｑ－ＳＡＮ農園）参加 ここち教室サービス

まだまだ新規会員大募集！！

当社で取り扱っている機器を会員限定価格でご奉仕致します。
（ガス機器・エアコン・キッチン・床暖房からリフォームまで）

ご入会いただいた方の中から、
Q-SANオリジナルギフトブック
「筑豊の誇り」(3,000円分相当)を

抽選で
毎月 名様

に、
名様
に、

ギフトブックに掲載されている「おいしい」「たのしい」商品の一例です。

ご家族・お友達を誘って、種まきから収穫までの農園体験
しませんか?

ショールームここちで開催しているクッキング・カルチャー
教室の特別サービスが受けられます。

弊社のガス・電気をお使いのお客様限定!

抽選でオリジナルギフトブックも当たるかも！
楽しいイベントやお得な情報盛りだくさん！ぜひ加入してみませんか？
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プレゼント!30

会員限定イベント開催
当社で企画した特別イベントにご参加いただけます。
(日帰りツアー等、当社独自のイベントの開催。
当社が協賛するイベントの案内)

サービス内容

ご入会特典

入会金・会費無料！

お申込みお問い合わせは、左記の方法でお願い致します。

対　象

過去のイベントはこちら⇒
（※Facebookのページへ遷移します）



入賞作品は２０２1年カレンダー作成時に掲載いたします。

金賞、銀賞、銅賞は個別にご連絡いたします。

プリント頂いたお写真は返却できかねますのでご容赦ください。

応募資格

発　表

パソコンの場合

スマホの場合

A4サイズ (297×210mm)

ホームページＵＲＬ

専用サイトから応募できます。弊社にてプリントアウトし、掲載いたします。

http://www.q-san.co.jp/contest-apply

注意事項：
■ お写真は当方で額に入れて展示し、写真・画像データは原則お返しいたしません。
■ 応募いただいたお写真は、ホームページ・広報誌などの当方の媒体でご紹介予定です。
■ 被写体の方の承認を得てなかったり、他者の作品の無断使用など第三者の権利を侵害しないように
　 お願いいたします。その場合の責任を当方は負いかねます。
■ 入賞作品の著作権はショールームここちに帰属します。その際、作品の電子データもしくは原版を提
　 出していただきます。
■ 入賞作品は主催者が催す展示会、制作物に無償で使用する権利を保有します。この使用を承諾して
　 いただけない場合は応募できません。
■ 合成加工、立入禁止エリアから撮影した写真、日付入りの写真は不可とします。
■ 応募作品は各部門につき1人1点、入賞作品は1人につき、1点とさせていただきます。
■ 入賞作品発表の際は「作品名」「ニックネーム」を掲載いたします。
■ 応募に際してご提供いただいた個人情報は、入選通知、展示会等の必要な範囲で利用させていただきます。

写真をＡ４サイズにプリントし、応募用紙にご記入の上写真と応募用紙
を同封して「ここち」にご持参、またはご郵送ください。

ギフトブックに掲載されている
「おいしい」「たのしい」商品の一例です。

筑豊の誇り

QUOカード

5,000円分

筑豊の誇り

QUOカード

3,000円分

筑豊の誇り

QUOカード

1,000円分

応 募 用 紙

カナ

氏　名

月　　　日

ニックネーム ※掲載時はこちらを利用します

※入賞した際に利用させていただきますので必ずご記入ください。

〒
住　所

連絡先

テーマ

エピソード

作品名

撮影場所 (　　　　　県　　　　　　市 )

□ 笑顔部門　□ ふるさと部門

応募要項

応募方法

候補発表

サイズ

持ち込み・郵送の場合

フォトジェニッQ
写真コンテスト2020

第3次応募締切
2020年

10月31日(土)

ふるさと
部門

笑顔
部門

笑顔部門
ご家族、友人などの「笑顔」の写真や、見た人が
思わず笑顔になってしまう作品を募集いたします。

自分が生まれたところ、かつて住んだことがある街など、
未来に残したい「ふるさと」の情景を募集いたします。

ふるさと部門

各部門 1作品

各部門 1作品

各部門 1作品

フォトジェニッQ
写真コンテスト

2020

応募者本人が撮影したもので、未発表のものに限ります。プロ・アマ
チュア・年齢は問いません。今年撮影したものでなくても構いません。

候補作品は応募者宛てに直接通知するとともに、ガスマイル
紙面、ホームページ、ショールームにて紹介いたします。

お問い合わせ・応募先 QーSAN ショールーム ここち
TEL.0949-29-1313 http://cocochi.Q-SAN.co.jp

QーSAN ショールームここち
〒822-0015　福岡県直方市新町３丁目３－１０　ここちビル

カメラ機能で右のQRコードを読み取り、応募ページへアクセス
してください。弊社にてプリントアウトし、掲載いたします。

「筑豊の誇り」
（3,000円分相当）

Ｑ－ＳＡＮオリジナル
ギフトブック

作品募集中



フォトジェニッQ写真コンテスト WEBギャラリー
http://www.q-san.co.jp/contest

金賞、銀賞、銅賞は個別にご連絡いたします。

自分が生まれたところ、かつて住んだことがある街など、
未来に残したい「ふるさと」の情景を募集いたします。
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めぐみさん

「初夏の棚田」

撮影地 : 長崎県松浦市土谷棚田
地元の名所の土谷棚田です。

みいさん

「夕暮れの平戸大橋」

撮影地 : 長崎県平戸市　平戸大橋公園展望台

故郷、的山大島から平戸港へ着いて、福岡へ帰る
途中、あまりにきれいな平戸大橋を撮影しました。
小さい頃は見慣れた光景でしたが、平戸大橋が見
えると小さいころの思い出がよみがえります。

misaringoさん

「桜満開」

撮影地 : 直方市　河川敷

娘が初めて見る河川敷の桜。
満開の桜と桜吹雪に圧倒されたひとときでした。

テンちゃんさん

「お世話になります、日ノ出橋様。」

撮影地 : 福岡県直方市遠賀川河川敷
この街に住んで35年通勤で渡った日ノ出橋。

トーマスさん

「ボタ山」

撮影地 : 福岡県飯塚市
ボタ山を見ると、地元に帰ってきたなぁと思います。

第2次応募作品紹介
たくさんのご応募ありがとうございます!

現在、第3次募集中です!
たくさんのご応募ありがとうございます!

現在、第3次募集中です!

やかんさん

「初日の出」

撮影地 : 福岡県嘉麻市長谷山

毎年長谷山にて開催されてる初日の出
の炊き出し。今年は豚汁ではなくあま
ーいぜんざいでした。作ってるおばちゃ
んとおじちゃんの笑顔がとっても素敵
で写真を撮らせて頂きました(*^^*)
皆が笑顔になる楽しい会なので是非来
年も参加したいと思います。

ゆきんこさん

「父、笑顔」

撮影地 : 広島県呉市　大和ミュージアム

母の還暦のお祝いに家族で旅行に行きました。戦艦
大和が見たいという父の要望で、大和ミュージアム
へ。主役の母より、喜んでいた父。こんな父の笑顔は
初めて見ました。お父さん、いつもありがとう！！
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TEL:093-616-2890
福岡県北九州市八幡西区三ケ森2-1-7

駐車場 お店の横、6台停められます。

※準備等あるので、お早めのご連絡をいただけると助かります。よろしくお願い致します。
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SHOP Information
Q-SANをご利用くださっているお店をご紹介します。

　この度、中華ダイニング のがは令和２年８月１日で２周年を迎えます。
これもひとえに来店してくださった皆様のおかげです。
　日頃、お世話になっている大切なお客様へ、ささやかではありますが
特別メニュー『２周年記念コース』をご提供させていただきます。

のがセット

おつまみセット

チャーハンセット

中華ダイニング

中華ダイニング のが

●よだれ鶏
●エビチリ
●酢豚

●春巻(2本)
●チャーハン
●ゴマ団子

●おつまみキャベツ
●ザーサイ
●生ハム
●バンバンジー
●チンジャオロース

●春巻(2本)
●台湾ソーセージ
●スパイシー
　ポテトフライ

通常価格3,440円を

2,500円(税抜)でご提供

2,500円(税抜)でご提供

1,000円(税抜)

通常価格3,440円を

チャーハン
　  +
選べる料理1品
●エビチリ
●エビマヨ
●酢豚

●黒酢酢豚
●チンジャオロース
●カニ玉

永犬丸
五丁目

里中
三丁目

砥石橋

金
山
川

●
ガスト

●
ろくの家

●
青山斎場

GEO
●

前ノ原公園
●

●

17 GASMILE vol.49

中華ダイニング

のが

2周年記念コース

通常価格4,200円を

2名様からのご注文で承ります。

※価格は税抜表示です。

2,700円でご提供
8月1日〜8月31日までの

期間限定となります。

営業時間

※営業時間、お休みの変更がある場合も
　ございます。ご了承ください。

〈月・火・水〉11:30〜14:00(ランチ)
　　　　　　18:00〜22:00
〈木   曜   日〉定休日
〈金・土・日〉18:00〜22:00

「chinese_dining_noga」
インスタグラム アカウント

皆様にご自宅でも中華ダイニング のがの料理で
お腹いっぱいに満たされていただきたいと思い、
お得なお持ち帰りセットもご提供してます。
お気軽にご利用ください。

●3種前菜盛合せ
●エビのチリソース煮
●酢豚
●冷やしギョーザの梅肉ソース
●マーボー豆腐
●フカヒレあんかけごはん
●カシスシャーベット
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イベント情報

令和2年9月13日（日）
PEACE HILL 天狗と呼ばれた男
～岡部平太物語～

【時】 13:30開場　14:00開演
【料】 【一般】一般3,000円
　　   　　 学生1,000円（当日500円up）
　　   　　 有料託児あり

令和2年10月4日(日）
クァルテット・エクスプローチェ
～響炎する4本のチェロ～

【時】 13:30開場　14:00開演
【料】 【一般】一般2,500円　学生1,500円
　　 【会員】一般2,250円　学生1,350円

令和2年10月17日(土）
ピアノデュオ・デュエットゥ
ハロウィーンコンサート

【時】 13:30開場　14:00開演
【料】 一般500円（当日800円）

令和2年6月3日(水)→1月13日(水）延期
チェロ・ピアノコンサート

【時】 13:30開場　14:00開演
【料】 【ユメ倶楽部100円】【一般300円】※中学生まで無料

令和2年9月6日(日)
クリーン・コール・デー
石炭エネルギーセンター（JCOAL）主導のもと、毎年
9月5日を「石炭の日」と定め、将来の石炭利用について
考える日としています。
石炭は現在も重要なエネルギー源（電源の一つである
だけでなく製鉄などの産業用原料）として、日本をはじ
め多くの国や地域で今も利用されています。
　■石炭燃焼体験（石炭を燃やしてみよう）
　■火力発電実験（水が、蒸気が電気をつくるんだ）
　■SL運転室乗車体験（制服を着て写真を撮ろう）
　■国史跡「救護練習坑道」入坑体験

【時】 9:00～17:00
【料】 入館無料

直方谷尾美術館
【所】 直方市殿町10-35
【問】 ☎0949-22-0038

令和2年6月30日(火)～9月27日(日）
「兼実弘志クレパス画展」
【時】 9:30～17:30
【料】 一般400円　高大生200円　中学生以下無料

令和2年7月11日(土)～9月6日(日）
猫の室内楽

【時】 9:30～17:30
【料】 一般400円　高大生200円　中学生以下無料

令和2年7月11日(土)～9月6日(日）
【特別常設展】奥野医院の思い出
奥野千代子遺品展

【時】 9:30～17:30
【料】 一般400円　高大生50円　中学生以下無料

令和2年7月11日(土)～9月6日(日）
ミニギャラリー電話室三十八番
古城戸理恵「小さなお地蔵様のお部屋」

【時】 9:30～17:30
【料】 一般400円　高大生200円　中学生以下無料

令和2年8月16日（日）
不思議博物図鑑をつくろう！

【時】 10:00～15:00
【料】 入館料・参加費1200円必要
　　 定員20名　事前申込要

直方地区
令和２年10月8日（木）～11月23日（月・祝）
旧伊藤伝右衛門邸・秋の企画展2020

【時】 9：30～17：00（入館16：30まで）
【料】 高校生以上￥310（￥250）小・中学生￥100（￥80）
　　 （　）内は２０名様以上の団体料金
　　 ※土曜日に限り高校生以下は無料
　　 ※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者
　　 　保健福祉手帳の交付を受けている方は無料
　　　 （受付で手帳をご提示ください）また、手帳を
　　 　ご提示された方の介護者も無料となります。

【所】 旧伊藤伝右衛門邸 飯塚市幸袋300番地
【駐車場】 身体障がい者専用：長屋門より５０ｍ先
　　　　 普通車・大型バス駐車場：幸袋リサーチパーク
 　　　　　　　　　　　　　　  　　　（九電工隣り）

【問】 ☎0948-22-3511（（一社）飯塚観光協会）

令和2年１１月２３日(月・祝)～１１月３０日(月)
麻生大浦荘 紅葉特別公開
秋に特別公開される麻生大浦荘は、「筑豊御三家」の
ひとつに数えられた麻生一族の住宅のひとつで、数寄
を凝らした和風入母屋書院造りが美しい邸宅は大正
末期に建てられたと云われています。
この期間だけの美しい庭園の紅葉をお楽しみください。
※雨天時は庭園立入禁止になります。
※邸内のお手洗いは利用できません。近隣に設置して
　おります仮設トイレをご利用ください。

【時】 9：30～17：00（入場16：30まで）
【料】 無料
【アクセス】
西鉄バス「笠松陸橋」バス停より徒歩約3分
JR福北ゆたか線「新飯塚駅」東口より徒歩約10分

【駐車場】 駐車場はございませんので、お近くの有料
　　　　 駐車場をご利用ください。
　　　　 ※大型バスは飯塚市歴史資料館で乗降、
　　　　 　飯塚オートレース場で待機予定です。

【問】 ☎0948-22-3511（（一社）飯塚観光協会）

飯塚地区

【所】 住所　　【時】 時間
【料】 料金　　【内】 内容
【問】 問い合わせ先

【所】 直方市山部364-4
【問】 ☎0949-25-1007

ユメニティのおがた

※新型コロナ感染症対策の
　影響で中止等の変更になる場合もございます。

直方市石炭記念館
【所】 直方市直方６９２-４　【問】 ☎0949-25-2243
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九酸・直方ガス企業グループ

Q-SANでんき は ㈱サイサンの電気取次店です。2015年10月8日、㈱サイサンは経済産業省より小売電気事業者【登録番号：A0015】に登録されています。

お問い合わせだけでも結構です！お気軽にご相談ください！

直方ガス㈱ ㈱九酸ガス住設
本社・飯塚営業所 ☎0948-22-6024
直方営業所 ☎0949-22-0678
鞍手営業所 ☎0949-42-1003
北九州営業所 ☎093-632-8523

☎0949-22-2496

筑豊団地ガス㈱
☎0949-24-6752

㈲筑穂プロパン
☎0948-72-1225

㈱小竹ガス商会
☎09496-2-0425

0800-222-9393


