
ｅ菜通信 vol.１８ 

 

ご意見・ご感想はこちらまで 

e-na@mikawashoji.co.jp  

日本人ならやっぱり和食！ 
女将の深田さんが切り盛りする｢如庵｣さん

にお邪魔しました(̂  )̂ 

お料理は、料理長がその日仕入れた旬の食

材を活かした会席料理が堪能できます。 

ｅ菜通信  

｢ｅ菜通信vol.18｣をご持参の 

お客様1グループに付 

飲食代10％OFF 

平成28年５月3１日まで 

特別クーポン  

住所   〒471-003４ 

     豊田市小坂本町1-4-14 

ＴＥＬ  0565-37-0948 

営業時間 16:00～23:00 

     (22:３0ＬＯ) 

定休日  日曜日 

座席   カウンター・個室 有 

     パーティールーム 

     カラオケ２部屋 

駐車場  有 4台 

(フリーパーキング加盟･３時間無料) 

ワンポイントトピック 
― 魚焼きグリルでピザレシピ ― 

アップル＆シナモンピザ 

魚焼きグリルは本格的なピザ窯には及ばないものの、グリル内は２５０～４００度にもなりオーブン

レンジやトースターよりも高い温度が出せるので自宅で美味しく手軽にピザを焼くには最適です☺ 

材料 

・ピザシート１枚 ・グラニュー糖大さじ１ 

・バター１０ｇ  ・りんご１/２個 

・はちみつ適宜  ・粉糖適宜  

・シナモンパウダー小さじ１  

１．グラニュ―糖とシナモンパウダーを合わせて混ぜる。 

２．バターは小さく切る。 

３．りんごは皮付きのままよく洗い、 

  芯を除いて薄いくし形に切る。 

４．くしゃくしゃにしたアルミホイルの上に 

  ピザシートをのせ３のりんごを放射状に並べる。 

５．表面に１のシナモンシュガーをふり、 

  ２のバターをところどころにのせる。 

６．５をグリルに入れ上下強火５～７分焼く。 

  （部分的に焦げ色が付きやすいようなら途中で 

  ピザシートを半回転させ均等に焼く） 

７．焼きあがったらお好みではちみつをかけ、 

  粉糖をふり、できあがり☆ 

クリスピーピザ 

 

材料 

・ピザシート１枚   ・ミニトマト５個  

・ベーコン６０ｇ   ・ピザソース適量  

・ピザ用チーズ５０ｇ ・乾燥バジル適量 

・オリーブオイル小さじ１  

１．くしゃくしゃにしたアルミホイルの上に 

  ピザシートをのせ、ピザソースをぬり、 

  ミニトマト・ベーコン・チーズの順に材料をのせる。 

２．乾燥バジルをふり、オリーブオイルを全体にふる。 

３．２をグリルに入れ上・弱火/下・強火で５～７分焼いたら、できあがり！ 

魚を焼いたグリルで他の食材を調理すると匂い移りが心配になりますが、長時間放置しない限り殆ど匂いは移りません。 

食品が冷める前に取り出しましょう。グリル使用後は早めに焼き網の掃除をすると匂い移りを防ぐことができますよ！！ 

＊ポイント＊ 

片焼き/両面焼きなど種類により焼き加減が異なるため、表面が先に焼けてしまう 

場合、アルミホイルをかぶせて焼くと焦げを防ぐ事ができます。 

片面焼きタイプは予熱をしたり、あらかじめピザの底面を中火のフライパンで 

焼いておいてから仕上げに魚焼グリルで焼くとパリパリに近い食感になります。 

コンロにより様子を見ながら火加減を調整してみて下さい(*^^)v 

住所   〒47０-0213 

     みよし市打越町新池浦63-4 

ＴＥＬ  0561-34-4795 

営業時間 ［月～金］（水曜日は昼のみ） 

     11:00～15:00(14:０0ＬＯ) 

     17:00～21:00(20:00ＬＯ) 

     ［土日祝］ 

     11:00～21:00(20:00ＬＯ) 

座席   座敷・テーブル席 計84名 

駐車場  有 20台 

ｅ菜通信  

特別クーポン  

｢e菜通信vol.18｣をご持参の 

お客様1グループに付 

飲食代10％OFF 
平成28年5月31日まで 

お店に入って、すぐ横に見え

る手打ちうどんの風景。 

毎日、食べる分だけ天候・気

温・湿度に合わせて丹精込め

て作ります。 

釜揚げうどんのつゆも、毎日手作り。

このこだわりのつゆをひとくち含む

と、だしの香りがどこまでも広がり、

つゆがなくなった後も、口の中にうま

味が残ります。 

この大きさ!! 

思わず笑顔に(^o^) 

おいしいうどんを 

おなか一杯どうぞ！ 

店内は老舗の雰囲気 

落ち着くな～。 

子連れでも安心して 

利用できますよ(^^) 

見るだけでよだれが 

でちゃう。 

梅おろしうどん。 

メニューも豊富です! 

←お酒や一品料理の 

 品揃えも豊富!! 

二代目と → 

お店の前で!!     

一代目の手打ち姿     

弊社LPガスをご使用のお客様、本紙でお店を紹介しませんか？ 掲載は無料です。どしどしご応募ください！ 

ご希望のお客様はお気軽に下記までご連絡ください。（ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。） 

E-mail：e-na@mikawashoji.co.jp      TEL：0565-31-0774  三河商事㈱ e菜通信係まで 

Facebook 

始めました！ 

♪三河商事のＬＰガスをお使いのお客様をご紹介します♪ 

天ぷらは衣が 

サックサクで 

美味しぃ～♪ 

お肉が口の中で 

とろけるぅ～ 

ちょっぴり豪華に☆ 
 ゆったり食を愉しめる空間 
食べたい物や苦手な物のご希望に合

わせた料理を提供してくれます☆ 

食事会や接待、商談のご利用はもち

ろん、結婚披露パーティーや法事後

のお食事など幅広くご利用頂けるお

店です。 

季節や仕入れによって 

メニューは変わります。 

会席料理4,000円(税込)～ 

4月9日(土)AM10:00～PM4:00 みよし市【文化センターサンアート】にて『春得まつり』を開催いたします。   

新生活のスタートに新しいガス機器はいかがですか？最新のガス機器や暮らしに役立つ商品を多数展示予定です♪ガス機器

のお困り事やリフォームのご相談もお気軽にお声かけ下さい☆彡みなさまのご来場、心よりお待ちしております(*^^*) 

イベントの 
お知らせ 

国道248号線 
 
豊田市や岡崎市を南北に貫く国道
248号線。三河商事はこの道を中
心にお客様と結ばれ、共に歩んで
参りました。 
下市場町より望む猿投山は、いつ
の時代も変わりません。 

豊田市中心部 
 
今も昔も賑わいを見せる豊田市の
中心部。現在は再開発事業が行わ
れています。 
2017年秋には映画館や高齢者福
祉施設、商業店舗等の複合施設が
完成予定です。 
さらなる賑わいが予想されます。 

～豊田市の今・昔の風景～ 
時代の流れに合わせ、変化を遂げる豊田市。 

今回は、そんな豊田市の今と昔の風景を紹介します。 

 昭和31年 

昭和36年 

現在 

 

６０周年記念、選べるプレゼント！！ 
抽選にハズレてしまった方にもＷチャンス♪ 

✤前号当選者発表✤ 

               （順不同） 

豊田市 大林町 板倉様 

     森町 成田様 

    上原町 山岸様 

ハズレてしまった方にもＷチャンス…!! 

携帯防災５点セット 

※カラビナ付LEDライト 

 ウォーターボトル 

 ジッパー付ポーチ 

 アルミシート 

 防災ガイドブック 10名様 

 

花桂さんのプリザーブドフラワー 

※写真はイメージです。 

 季節により花の種類や花器は 

 異なります。 

 サイズ：H15×W13×D13 

 

シャワーヘッド 

     「AriaMistoⅡ」 

※使用できるホースのメーカー 

 ＴＯＴＯ･ＩＮＡＸ･ＳＡＮ-ＥＩ 

 ＫＡＫＵＤＡＩ 他 

水やり不要で 節水率最大50％で 

財布にも地球にも 

優しい！ 

キレイなまま♪ 

 ２名様 

 ①お名前 ②ご住所 ③欲しい商品（Ａ・Ｂ） ④ｅ菜通信へのご意見・ご感想や

取り上げて欲しいスポット・トピック等をご記入の上、ハガキ、ＦＡＸ、E-mail

にて下記までご応募下さい。（当選者は次号発表します。） 

 【応募先】〒471-0024 豊田市元城町2-66  三河商事㈱ ｅ菜通信係 

 FAX      0565-31-6106 

 E-mail e-na@mikawashoji.co.jp 

 応募締切 平成２８年６月２０日必着 

いざという時に❢ 

 ５名様 

発行日：平成28年3月20日 

発行者：三河商事㈱ 

    広報紙委員会 
三河商事がお届けする暮らしと街のステキ情報 

大正庵釜春で修業ののち、昭和52年に三好町(現みよし市

打越町)に開店。以来、連日釜揚げうどんを求めて、多く

のお客様が通う大繁盛店です。 

現在 

郷土出版社 ふるさと豊田より 

郷土出版社 ふるさと豊田より 

⤴ 

この銅像を基準に 

見比べてみて下さい



三河商事  

― 三河商事の歴史編 ― 

お爺ちゃん、お婆ちゃんの
話に出てくるオート三輪。 

昭和36年(1961) 
「プロパンガス」の販売開始。 

昭和40年(1965) 
個人商店から法人化し、 
「三河商事株式会社」を設立。 

昭和42年(1967) 
東邦ガスサービスショップ指定店となり、 
都市ガス分野へ参入。 

昭和39年(1964) 
三河肥料から「三河商事」 
に社名を変更。 

昭和44年(1969) 

豊田市元城町へ新社屋を建て移転。 

昭和45年(1970) 
豊田市森町に配送センターに 
LPガス充填製造設備完成。 

昭和56年(1981) 
豊田市若林東町に若林営業所を開設。 

昭和58年(1983) 
水道課(現設備事業部設備課)を立ち上げ、 
水道工事業務を開始。 

平成2年(1990) 
電設課発足。電気工事業を開始。 

平成5年(1993) 
電設課内に空調グループを設置。 
ガス空調・電気空調事業を開始。 

平成10年(1998) 
岡崎市井内町に岡崎支店を開設。 

平成14年(2002) 
代表取締役社長に梅村泰弘(現社長)が就任。 
創業から46年社長を務めた梅村一男は、 
代表取締役会長に就任。 

平成17年(2005) 
おいしい水事業部を発足、 
天然水の宅配事業に参入。 

平成21年(2009) 
太陽エネルギー課を発足。 
太陽光発電設備業に参入。 

三河商事㈱は昭和31年（１９５６）に挙母市（現豊田市）にて創業し、本年を

もちまして60周年を迎えることとなりました。 

これもひとえにお客様の日頃のご愛顧の賜物と、深く感謝いたしております。 

そこで、今回のｅ菜通信では当時の写真とともに、三河商事㈱の60年を振り

返ってみたいとおもいます。 

創業時の社長(現会長)、お店の前で。 

昭和31年「三河肥料店」として挙母市（現豊田市桜町）
に創業。 
社員４名、オート三輪１台での船出でした。 

創業時の社員、オート三輪の前で。 

会長と社長、本社の前で。 

昭和３１年（１９５６） 昭和４１年（１９６６） 昭和５１年（１９７６） 昭和６１年（１９８６） 

昭和48年(1973) 
三好町(みよし市)に三好営業所を開設。 

昭和51年(1976) 
他社に先駆けて導入したコンピューターは、
業界紙で紹介されました。 
時代を感じるパソコンですね。 

平成８年（１９９６） 平成１８年（２００６） 

平成27年(2015) 
リフォーム課と太陽エネルギー課を統合し、 
エコ住宅課を発足。 

 ● お近くの三河商事 ● 
 

  本 社    豊田市元城町２－６６ 
   ＴＥＬ      ０５６５－３１－０７７２ 
   岡崎支店      岡崎市井内町北浦４７ 
   ＴＥＬ        ０５６４－７１－３２２２ 
  若林営業所    豊田市若林東町棚田１３８－８ 
   ＴＥＬ        ０５６５－５３－０００８ 
  三好営業所    みよし市三好町新屋３４ 
     ＴＥＬ        ０５６１－３２－２７６６ 

 

三河商事㈱創業６０周年記念特別企画 

平成２８年（２０１６） 

平成2８年(2016) 
創業60周年 

リフォーム課発足、 
リフォーム事業に参入。 


