富士プロパン瓦斯㈱が贈るHappiness Lifeのための情報誌

年４回発行

７月号の中に富士プロキャラの
僕「どうでガス」ーが
何人かいるよ。探してみてね┰

撮影場所：鳥羽水族館
ホームページにも情報誌の内容をアップしています。
http://www.fujipuro.co.jp
右のＱＲコードを読み取るとトップ画面にアクセスできます。是非ご覧ください。
携帯電話からのアクセスはパケット通信料が高額になる可能性があります。

実際に商品を見て・触れていただけるように
富士プロパン瓦斯㈱本社１階ホールに
ショールームができました♪
お魚を焼くだけじゃない！グリル機能を使ってバラエティーに
富んだ料理ができたり、操作が簡単で安全にお使いいただける
当社おすすめのビルトインコンロをセレクト展示しましたので、
ぜひ一度当社ショールームへお越しください。
お客様のご来店をお待ちしております。

フ ジ ノ ミ ズ

専用フリーコール

0800-100-2232

第１８回 「ＢＩＧフェア」 に
お越しいただき誠にありがとうございました。

まだまだ知らない方が多いのでは？・・・ということで！

2日で2,322人のお客様にご来場頂きました。
絶好のｲﾍﾞﾝﾄ日和に恵まれ多くのお客様に
楽しんで頂き大成功でした。

4月某日、試飲会を行いました！

ヤオスズ東刈谷店にて

健康にいい
水です！

今年は地元の演歌歌手を招いて
歌謡ショーも行われました。
もしかしたら・・・ 今日かも？

富士プロは
地域と連携を取って助け合う場所を確保しています。

だから 知っておこう！！

避難所で活躍するＬＰガス
炊き出し

脳梗塞、高血圧
など生活習慣病
の予防にもなり
ます！

電気自動車でお宅まで運んでいます！

多くの方に知ってもらうことができ、大変
嬉しく思っています。また、どこかで試飲
会をしていたら、ぜひ、一度お試しいただ
き、効果を実感してみてください！

美肌やダイエット
にいいんですよ！

お茶やコーヒーを淹れ
るとおいしいですよ！

試飲会イベント、会場を募集しています。
上記ﾌﾘｰｺｰﾙまでお電話ください。

給湯器を仮設住宅に設置

仮設住宅まで容器を運ぶ

オーナー自ら、黒毛和牛を目利きし厳選
して仕入れる本物の肉をリーズナブルに
味わえる「焼肉どてや」
お野菜も地元の農家さんから直接仕入
れた新鮮でおいしいお野菜を用意してお
ります。週替わりで、旬の物から、ここで
しかあじわえないメニューなどもご用意し
ておりますので、ぜひご来店ください。
テールスープ・牛骨スープは、香味野菜
を始めとしたたっぷりの野菜や鶏ガラと
一緒に手間暇かけて丁寧に煮込んで仕
上げた当店自慢の逸品です。美味しいお
肉と共に是非ご賞味ください！

富士プロパン瓦斯(株) にある災害対応型ＬＰガス供給システム

小さな地震でも火を消す習慣を
つけましょう。
容器ﾊﾞﾙﾌﾞやメーターの元栓の
閉め方も覚えておきましょう！
カンパンドーナツ

ファミリーで行くなら「焼肉どてや高棚店」
大人気の大型キッズランド完備。
ファミリー向けメニューもあり楽しいひとと
きをお過ごしください。
キッズランドをご利用頂かないお客様にも
完全個室のお席を用意しております。
黒毛和牛をリーズナブルに！
当店自慢の手作りサイドメニュー！
ぜひご賞味ください。
最大宴会人数４０名様
昼限定コース２,０００円よりご用意

住所：〒446-0055 安城市緑町1－18－1
営業時間：平 日…17：00～24：00（L.o23：00）
日・祝…17：00～23：00（L.o22：00）
休日： 月曜日
駐車場：有り
電話：0566-72-2515

住所：安城市横山町浜畔上2－1
休日：年中無休 駐車場：有り
電話：０５６６－７６－６６９６
住所：知立市逢妻町西栄12-6
休日：月曜日・火曜日の夜
駐車場：有り
電話：０５６６－８３－７３７７

住所：〒446-0053 安城市高棚町大道15
営業時間：火～金…17:00～23:00(L.o.22：30）
土…17:00～23：30（L.o.23：00）
日・祝…17：00～22：30(L.o｡22：00）
休日：月曜日(祝日の場合は営業）
駐車場：３０台完備
電話：0566-92-3321

※↓下のクーポン券を切り取ってお店に行ってみて下さいネ↓※

こちらのお店も引き続きどうぞ

ＢＩＧフェアで
炊き出し実演を行いました。

ちびっこ王子様・お姫様の
メニューも充実しています。
おまけは…おたのしみ♪

とろっとろのテール肉に舌鼓。
取材陣をとりこにさせた
イケテールスープもおすすめ！

準備はできていますか？
「非常用持出袋」

クーポン券 焼肉

どてや東刈谷店

クーポン券 焼肉

どてや高棚店

☆注意事項☆

☆注意事項☆

※クーポンの内容をご確認のうえご利用ください。
有効期限
※他券との併用不可・コピー不可になります。
※ご利用の際はお早めにご提示ください。 平成２４年８月末日まで
※入店前にあらかじめ切り取ってお持ちください。

※クーポンの内容をご確認のうえご利用ください。
有効期限
※他券との併用不可・コピー不可になります。
※ご利用の際はお早めにご提示ください。 平成２４年８月末日まで
※入店前にあらかじめ切り取ってお持ちください。

刈谷市 Ｏ様

安城市 T様

みなさまからのフォト募集！

妹の誕生日に鯛が釣れま
した。ケーキの代わりにプレ
ゼントします。
♪めでたいのぅ～♪♪

みよし市 Ｎ様

『家族写真?!
偶然同じポーズ』

高知で船に乗っている時
に野生のイルカの大群に
遭遇しました。全部で100
匹くらいいて感動です！

次回10月号のテーマは「夏の思い出」

知立市 Ｓ様

皆様からのフォト募集！
採用された方５名様に本格芋焼酎
魔王をプレゼント♪

ニャンじゃこのポーズ♪
撮れた瞬間大笑い
しました。

刈谷市 H様
初めてのシャン
プー。
『ぶくぶくぶく・・
泡食べちゃった！』

みんなのフォトコーナー
応募方法はこちら！
次回の１０月号のテーマ：「夏の思い出」です。
楽しい夏の思い出のお写真お待ちしています。

☆応募内容☆
写真と写真にまつわるコメント・お客様のお名前・ご住所・電話番号
を必ず明記の上、以下の宛先までご応募ください。
応募締め切り ２０１２年８月３１日必着
※写真はお返しできませんのでご了承ください。
携帯電話からも

☆宛先☆

提供
(株)久野酒店
知立市本町本53-2
（0566）81-0372

応募できます♪

他の店では手に入ら
ない希少なお酒を沢
山揃えてます。是非
お越し下さい♪

〒472－0007 知立市牛田町遠新切４８
富士プロパン瓦斯株式会社
「ほっとガスライフ みんなのフォトコーナー」係
☆ホームページからもご応募できます。http://www.fujipuro.co.jp

ハ
今年の4月から、林、中村の2人が富士プロパンの仲間に加わりました！
まだまだ未熟ですが、はやく一人前になり、お客様のより良い暮らしの
ためのお手伝いができるようがんばっています。フレッシュな2人を
よろしくお願いします。
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環境保安部
エコエネルギー開発

営業開発G
住宅開発チーム

ミ

エコエネルギー開発グループの林で
す。毎日が勉強の日々ですが、多く
のことを経験しながら成長していきた
いと思っています！

2012年7月1日発行

今年の春から入社した中村です。
これからみなさんのお役に立てるよ
う精一杯頑張りたいと思います。
よろしくお願いします！

編集責任者：富士プロパン瓦斯株式会社 情報誌編集チーム

本
社：0566（81）2341
豊田営業所：0565（52）3901
刈谷営業所：0566（21）1701
瀬戸営業所：0561（82）0540
可児営業所：0574（60）3403

fax：0566（81）2338
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プレゼントは後日、担当者がお宅にお届けいたします。
またのご応募お待ちしております。

安城市
安城市
安城市
大府市
岡崎市
刈谷市
刈谷市
刈谷市
刈谷市
知立市

神谷様
白坂様
松田様
加古様
水越様
大島様
中島様
深谷様
溝口様
久米様

知立市
知立市
知立市
豊田市
豊田市
豊田市
豊田市
豊田市
豊田市
豊明市

鈴木様
田島様
徳永様
植田様
上村様
梶 様
榊原様
サザエ様
吉村様
大沢様

