
 

 ● お近くの三河商事 ● 
  本 社    豊田市元城町２－６６ 
   ＴＥＬ      ０５６５－３１－０７７２ 

  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 

   岡崎支店      岡崎市井内町北浦４７ 
   ＴＥＬ        ０５６４－７１－３２２２ 

 

       !! エネファーム 好評予約受付中 !! 
給湯器の買い替えをお考えのお客様、エネファームにしませんか!? 

       Ｑ１． エネファームって何？ 

        Ａ．ガスで電気をつくり、その際に出る排熱で 

          お湯をつくるエネルギー効率の高い発電システムです。 

 

             Ｑ２． エネファームっていくらするの？ 

              Ａ．三河商事のガスをお使いのお客さまなら、 

                    月々７，０００円でご提供できます！ 
 

             Ｑ３． エネファームって、どれだけ発電するの？ 

      Ａ．ご家庭の使用電力の約５～６割を発電できます。 

        月々の電気代が約５，５００円削減できます。 
         （4人家族の場合の平均） 

         Ｑ4． ガス代が高くなるんじゃないの？ 

        Ａ．ご安心ください。 

          ガスの使用量は増えますが、エネファームを 

          ご利用のお客さま用の特別料金をご用意して 

          おります。 
 

           Ｑ5． 故障したらどうなるの？ 

              Ａ．こちらも心配ご無用！ 

        １０年間（発電時間４０，０００時間）までは 

        お客さまにメンテナンス代がかかりません。 

 

 

    Ｑ６．太陽光発電との相性っていいの？ 

      Ａ．とても良いです。 

          エネファームで作られた電気は、優先的に 

        ご家庭で使われます。そのため、太陽光で 

        作られた電気はより多く売電できます。 

        まさにベストパートナーといえるでしょう！ 

 ガス機器展 ご来場 

ありがとうございました 

 去る１０月２１日～２３日の３日間におきまして弊社にて、 

   ガス機器展を開催致しました。 
 

 おもわしくない天候の中、4,000名近いのお客さまに 

 足をお運びいただけまして、誠にありがとうございました。 
 

    三河商事では、今後も様々なイベントを通じ、日々の 

   お客さまの暮らしのお役に立ちたいと思います。 
 

      これからも三河商事にどうぞご期待下さい!! 

I 様邸（エネファーム設置第1号! ） 

  エネファームのお問い合わせは… 

   三河商事 ＬＰガス事業部 営業課  までどうぞ!! 
  《 TEL : 0565 — 31 — 0773（直通）》 ご相談は無料です！ 

        ♪♪ 皆さまのｅ菜通信へのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。 ♪♪ 

           宛先 :  kikaku @  mikawashoji.co.jp     件名：「 三河商事 ｅ菜通信 係 」まで 
           たくさんのご意見・ご感想お待ちしております。 

    太陽光で発電した電気は売電できますが、 

  エネファームで発電した電気は売電できません。 

  そのため、エネファームの電気がご家庭で使われ、 

  太陽光の電気が売電にまわります。 
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営業時間：火曜日～土曜日 

              ＡＭ９：００～ＰＭ５：００まで 

材料 
大根 

セロリ 

万能ねぎ 

ニンニク 

ごま油 

塩 

粗挽黒胡椒 

具材 
豚バラ薄切り 

キャベツ 

もやし 

豆腐 

ニラ 

 

 
＊材料はあくまでも参考で 

 お好きなものをお好きな量だけ！ 

作り方 
①具材を適当な大きさに切る 

 

②土鍋に水２．５カップと粉末昆布だし、豚バラとキャベツを入 

 れ火にかける 

 

③その間に肉味噌を作る 

 ・フライパンにごま油を熱し、ひき肉を炒め、色が変わってき 

  たら皿に取り出す 

 ・次に豆板醤を入れ辛味を出し、その後炒めたひき肉と全ての 

  調味料、水を入れてひと煮立ちさせる 

  （この時、鍋の方に灰汁が出てきたら丁寧に取る） 

 

④鍋に③の肉味噌を覆うように入れて簡単に混ぜ、もやし→豆腐 

 →ニラの順に入れてひと煮立ちしたら出来上がり 

    

坦々ゴマ調味料 
豚挽き肉 

ごま油 

豆板醤 

ねぎ（みじん切り） 

おろししょうが、ニンニク 

すりごま 

味噌 

酒・酢 

砂糖・醤油 

塩 

水（肉味噌用） 

粉末昆布だし 

 

１５０ｇ 

適量 

大さじ１ 

１/２本 

各小さじ１ 

大さじ３ 

大さじ２ 

各大さじ１ 

各小さじ１ 

小さじ１/２ 

５０㏄ 

適量 

 

１/４本 

１本 

少々 

１/２かけ 

小さじ１ 

小さじ１/３ 

小々 

作り方 
①大根は皮をむき１ｃｍ角のさいのめに、  

 セロリは筋をとってスライスにし、冷蔵     

 庫で冷やす 

 

②食べる直前にねぎ（小口切り）と調味料 

 を全て加えれば出来上がり 

三河商事で販売しているカリメラの水。 

たくさん水を飲む夏はともかく、この時期は冷たい水なんて飲まないし･･･

そう考えている方はいませんか？ 

実はカリメラの水、冬にも大活躍なんです。 

その秘密はサーバーの出湯機能！！★１ 

今回はそんな寒い季節だからこそ知っておきたいカリメラの水活用法
をご紹介します！ 

お水なんてどれも一緒。今まで色々飲み比べたけどいまいち違

いが分からない。 

そんな方は是非一度「お湯の飲み比べ」を試して下さい！ 

夏場の冷たい水は喉が渇いているとどれでも美味しく感じてし

まうもの。 

冬こそお水の違いを実感するチャンスです！！ 

無料お試しキャンペーン実施中！ 

 

詳しくは 

 

または「三河商事 カリメラの水」で 

★１… ９０℃までお好みの温度設定で

いつでもお湯を使用することが

できます。 

（小さなお子様のいる家庭にも  

安心のチャイルドロック付） ９０℃でコーヒーから即席スープ、インスタントラーメンまでできちゃいます。 

もちろん朝だけでなく２４時間いつでもお湯を沸かす手間が省けます。 

カリメラの水は日本人向けの軟水。この軟水、日本茶や和食にとても適しているんですよ。 

寒い冬こそカリメラの水を使って美味しい緑茶や煮物をお召し上がり下さい。 

１回目の米研ぎと最後の浸水にカリメラの水をたった１杯加えるだけ。 

つまりたった２杯のカリメラの水でいつものお米が絶品あったかご飯に大変身！ 
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住まいのことなら 

何でもお任せください。 

キッチン、お風呂、床暖房などの「あったか

リフォーム」を得意とする三河商事では、お

客さまのライフスタイルに合わせたリフォー

ムをご提案しています。また、水道工事･ガス

工事･電気工事･空調工事などの専門スタッフ

を自社で抱え、トータルリフォームや住まい

のあらゆるご相談にお応えしています。 

浴室暖房機の取り付け、システ

ムバスへのリフォームなど。 

浴室 

         事務所風景 

レンジフードの取り替え・床

暖房、システムキッチンへの

リフォームなど。 

キッチン 

モダンでスタイリッシュにリ

フォーム！ 広くて使いやす

い洗面所になりました。 

洗面所 

新築も手掛けております。気軽に
お問合せください。 

新築 

ウ ォ シ ュ
レ ッ ト の 取
り 付 け、手
す り の 取 り
付 け、和 式
か ら 洋 式 へ
の リ フ ォ ー
ムなど。 

トイレ 

弊社ホームページ 

(http://mikawashoji.com/)では

様々なリフォーム事例を紹介して

います。 

例）お掃除らくらくエコトイレ、

介護のしやすいバリアフリー 

リフォーム等。 

H様邸 

Y様邸 
Y様邸 

Y様邸 K様邸 
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＊ストレッチ整体院＊ 

 

＊美容室 うみと月＊ 

●住所●豊田市前田町1-76-6 

●電話●0565-42-4517●駐車場●80台 

●時間●ランチ  11：00～16：00    

      ディナー 17：30～23：00       

●休日●年中無休 ※11月30日（水）・12月9日（金）はお休みです 

●住所●豊田市御立町3-136-2 

●電話●0565-80-7680 

●営業時間●9：00～19：00 

●定休日●火曜日・水曜日  

●HP●http://umi-to-tsuki.com 

 

＊ヴォーノ・イタリア 豊田南店＊ 

ヴォーノ・イタリア 豊田南店（e菜通信特別クーポン） 
 ディナー 100円off（1グループにつき1枚使用可）  （2012年3月末まで） 

※他のクーポンとの併用丌可 

美容室 うみと月 （e菜通信特別クーポン） 
トリートメント（ヘッドマッサージ＆ホームケア要トリートメント付） 

      \2,000円 （2012年3月末まで） 

 

 

 

  

     ★カット★             ★パーマ★ 

 一般    4,200  ナチュラル     4,700～ 

 高校生   2,625  部分パーマ     3,100～ 

 中学生   2,100  スパイラル     5,500～ 

 小学生以下 1,575  ストレート     6,500～ 

             縮毛矯正        15,000～ 

              ポイントストレート   3,150～ 

 

         ★カラー★  

 Gリタッチ（S・B込み）4,200～ 

 Fリタッチ（S・B込み）4,500～ 

 Wカラー       5,200～ 

 マニキュア      4,700～ 

肩こり・腰痛・膝痛など日常痛みを感じている方、 

しっかりほぐしてほしい方、癒されたい方、好みに 

応じて施術させていただきます！ 

一度、ストレッチ整体院にお越しください♪ 

スタッフ一同お待ちしてます♪ 

各コースの紹介 

●住所●   豊田市柿本町5-5-4 

●電話●   0565-28-6667 

●時間● 月～金・祝祭日 9：30～21：00 

                 土曜日 9：30～17：00  

●定休日●日曜日 

●駐車場●有（6台） 

●スタッフ数●4名 

※待ち時間をなくす為、予約優先で行っています★ 

電話予約にて、ご来院ください★ 当日予約も可能です★ 

パスタとピッツァが30種類、さらにドリア・サラダ・ドリンク・ド

ルチェなどを合わせると、なんと80種類以上！それが時間無制限で

食べ放題・飲み放題。チェーン店でありながら、食材は各店舗 

の厨房で丁寧に仕込み、注文を受けてから調理し、本格的な味に 

仕上げています★ご来店お待ちしています★ 

e菜通信次回発行までは初検料1,000円Ｏｆｆ 

 

 

※院長料金は下記料金+1,050 円となります。 

  （ ）は院長料金です。 
 ★1ポイント【肩こりor腰痛など】3,150円（4,200円）/30分 

 ★上半身or下半身コース  4,200円（5,250円）/45分 

 ★ 全 身コース             5,250円（6,300円）/60分 

 ★全身しっかりコース     8,400円（9,450円）/90分 

 ★足つぼマッサージ（フットコンディショニング） 

             3,150円（4,200円）/30分 

               4,200円（5,250円）/45分 

      ※各コース30分延長毎に3,150円にて承ります。 

menu 

第４弾 

15種類のパスタ 13種類のピッツァ 
 旬の野菜のトマトソース        マルゲリータ・アンチョビ・ 

 ポモドーロ・ボロネーゼ         ディアボロ・ビスマルク・トンノ 

 ボンゴレロッソ・アマトリチャーナ   スピナッチ・メランツォーネ 

 カルボナーラ.明太子ジンジャー   カルボナーラ・パンナ・フンギ 

 ペペロンチーノ・他            照り焼きチキンとマヨネーズ 

                                        他 

     
 平日  土日祝  

 
 時間

無制
限 

アンティパスト・サラダ・ドルチェ・ドリンクの取り放題！ 

コーヒー・お茶を飲みながら 

いろいろなお話をし、のんびり・

まったりリラックスした気分で、

一緒にヘアースタイルをつくって

いきたいとおもいます★ 

 
スタジアム 

 
 豊田東高 

 
R301 

 
★うみと月 

http://buono-web.com/
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