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お客様に次から次へと
喜んでいただき
お客様の輪を広げ続ける
ご相談ください

エネルギーも リフォームも 住まいの設備も

011-612-8080 小野寺燃料まで

pure rec ipe
小野寺燃料からおいしくて簡単な料理レシピをお届けしました

エネルギー販売 ―LP ガス、灯油、備長炭
住宅リフォーム

最新ガス器具は

機器販売 ―ガス機器、灯油機器、住設機器

小野寺燃料で

機器修理（メンテナンス含）・配管、機器設置工事
賃貸住宅などのオーナーサポート業務

家が寒いのだけれど、効果的な対策は？
業者のリフォーム見積金額は適正なの？
外壁リフォームの施工方法は信用できるの？
我が家の耐震強度は大丈夫？

小野寺燃料の
サービスは
ホームページで

結露がひどいけれど対策方法は？
住宅の建替えとリフォーム、どちらがお得？
業者選びのポイントは？

http://www.6128080.com

オール電化リフォームの見積りは？

リフォームに関して、業者選びのポイントや費用の目安、信頼できる業者の
紹介等、「安心できるリフォーム」のためにサポートさせて頂きます。
ガスばかりでなく、
「オール電化リフォーム」もご相談ください。

〒063-0850 札幌市西区八軒10条西3丁目4-30
URL http://www.6128080.com

Tel 011-612-8080

E-Mail info@6128080.com

編集・発行

Fax 011-612-2233

プチ・フレンチ

LET’S TRY!
グリルで
COOKING!

簡単・お洒落な、

フランス料理ってむずかしそう……。

でも、
グリルを上手に使えば、
フランス料理がご家庭でも手軽にできちゃいます！
お子様と一緒に手作りしたり、
お友達を迎えてホームパーティーをしたり。
ガス・グリルなら後片付けもかーんたん！
コツをつかんだら、季節ごとの食材でバリエーションを楽しんでください。
（レシピ作成：神崎則子）

お洒落でクリスピーな

しらすと生ハムの白いピザ
食パンを使って簡単に薄焼きピザが作れる驚きのレシピ。
クリームチーズの白いソースも、
火を使わずに混ぜるだけでOKです。
ふっくらした釜揚げしらすと牛乳を合わせ、
カルシウムもたっぷり。
しらすと生ハムは塩が強いので、
ソースの塩には注意しましょう。
薄いピザ生地、
ソース、
具材とも、
ごく短時間で火が入るなど、
早く焼ける両面グリルが便利です。
作り方
1.
2.
3.

4.
5.

6.
材料
（4人分）
食パン
（8枚切り･耳なし）
……4枚
白いソース
＊クリームチーズ……120g
＊牛乳……40cc
＊釜揚げしらす……60g
（30g×2に分ける）
玉ネギ……1/4個
生ハム……8枚
大葉……2枚
塩・胡椒……適量
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キノコのつぼ焼き

エスカルゴの代わりにポテトとキノコを使った、
どなたにも好まれる気軽な一品。
本来はこれ以上に多量のバターを使いますが、
一部をオリーブオイルに代えて、軽く、香り良いレシピにアレンジしました。

食パンを麺棒で押しつぶすようにして1mm厚さにのば
す。
玉ネギはスライサーで薄く切る。大葉は5mm角に切る。
生ハムは一口大に切る。
白いソースを作る。室温に戻したクリームチーズに牛乳を
少しずつ加えてなめらかにする。半量のしらすを加え塩・
胡椒をする。
食パン全体に白いソースをぬり、玉ネギスライスを散らし
てグリル網にのせる。
弱火の両面グリルで約2分〜2分半、
あまり焼き色が付
かないように焼く。焼き上がったら生ハム、残りの半量
のしらすをのせる。
お好みの大きさにカットし、
大葉をのせる。

ポイント

エスカルゴバター風味

麺棒がなければ、
長いコップやすりこ木などでOK。
完全につぶすようにして、表面がつるっと平らにな
るまで延ばしてください。

専用の型がなければ、
グラタン皿やアルミカップを使っても焼けます。
使う具は短時間で火が入るため、
表面に焼色をつけるだけ。
グリルならあっという間にできあがり
！
材料
（4〜6人分）
エスカルゴバター
＊バター……60g
＊パセリみじん切り……大さじ6
＊にんにくみじん切り……1片
＊パン粉……大さじ1
＊オリーブオイル……大さじ2.5
＊塩･胡椒……適量
エリンギ……1パック
ジャガイモ……2個
バゲット……適量

作り方
1. エスカルゴバターを作る。バターを室温で柔らかく戻しクリーム状に
練る。
「＊」印の材料を順に加えて混ぜ、強めに塩･胡椒する。
（ラッ
プに包み、棒状にして冷凍保存が可能。作るときに必要分だけ包
丁で切って使えるので便利です）
2. エリンギは洗わずに乾いたペーパーなどで汚れを除く。縦2〜3等
分にして、2mm幅にスライス。軽く塩・胡椒して下味をつける。
3. 丸ごとのじゃがいもは塩少々を加えた水から約30分間ゆでる。冷ま
してから皮をむいて一口大に切り、軽く塩・胡椒をして下味をつける。
4. 型にエリンギ、
ジャガイモを入れ、
エスカルゴバターをたっぷりのせる。
5. 弱火のグリルで約3分間、表面に香ばしい焼色がつくまで焼く。
グリルでトーストしたバゲットを添えていただく。

ポイント

キノコは洗うと水を吸うので、
焼くと水分が出て水っぽい仕上が
りに。
ジャガイモは丸のまま茹でると、
外皮に守られて美味しさが
逃げず、
水分も入らずにほっくりと茹で上がります。冷めれば手
で皮をむけるので楽。形も崩さずにカットできます。
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プチ・フレンチ

簡単・お洒落な、

手軽さはもちろんのこと、
味・見た目も自慢のメニューです。
おもてなし料理としても最適！
豚肉のサルティンボッカは強火で一気に仕上げ、
甘栗のポタージュは弱火でじっくり炒めて煮込みます。
ガスコンロなら火力の微調整も簡単！

LET’S TRY!
ガスで
COOKING!

やさしい甘さに心なごむ

甘栗のポタージュ

ほんのり甘く、
デザート感覚でもいただけるポタージュです。
むき甘栗を使うため、
面倒で大変な栗の皮むき作業は一切不要。
弱火でじっくりソテーしてから煮込むので、
火力の微調整をしやすいガスコンロでの調理がおすすめです。

香ばしい焼き色が食欲をそそる

豚肉のサルティンボッカ
サルティンボッカは、
イタリア・ローマの名物料理で、
生ハムの塩気とコクがアクセントの美味しい一品です。
本来は仔牛の肉で作りますが、
今回は豚肉を使ってお手軽に。
強火で一気に焼き上げると、
短時間でジューシィに仕上がります。
材料
（4人分）
豚ロース肉
（トンカツ用）
……4枚
生ハム……4枚
セージの葉……8枚
白ワイン…… 80cc
水……60cc
バター……15g
小麦粉、
オリーブオイル……各適量
ベークド・チーズポテト
＊じゃがいも……4個
＊チーズ
（ピザ用）
……大4

作り方
1.

2.

3.
ポイント
セージの代わりに、
バジルや大葉
を使っても、
美味しくできます。
豚肉は焼き縮みを防ぐため、筋切
りは必ず行って下さい。
ワインや水を加えたら、強火で一
気に沸騰させます。仕上げのバタ
ーは、風味を残すため煮すぎない
ように注意しましょう。
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4.
5.

包丁の先で豚肉の筋（脂と赤身の境目）
を4〜5か所切り、両
面に塩・胡椒をふる。
上面にセージの葉と生ハムを貼り付け、小麦粉少々をふる。
（茶漉しなどを使う）
フライパンにオリーブオイルを熱し、中〜強火で
（1）
の豚肉を生
ハムの側から焼く。
香ばしい焼き色がついたらひっくり返し、裏面にも軽く焼き色を
つける。
（2）
のフライパンへ白ワインを注ぎ、強火で半量になるまで煮詰
めたら、水を加え再沸騰させる。
塩・胡椒、細かく切ったバターを加え、軽くとろみがついたら出来
上がり。
皿に豚肉を盛り、
ソースをかける。
※ソースが煮詰まり過ぎたら少量の水を加え再沸騰させる。
ベークド・チーズポテトを作る
丸ごとのじゃがいもは塩少々を加えた水から約30分間ゆでる。
冷めてから4等分のくし型に切って耐熱皿に入れ、
塩、胡椒、
チーズをかけ、
弱火のグリルで約3分間焼く。

材料
（4人分）
むき甘栗……70ｇ
じゃがいも……1個（約100g）
玉ねぎ……1/4個
水……250cc
コンソメ顆粒……小さじ1
砂糖……小さじ1
バター……20g
生クリーム……50cc
牛乳……約200cc
シナモン
（あれば）
……少々
ダークラム酒
（あれば）
……大さじ1

作り方
1. じゃがいもは皮をむき7mm幅に切る。玉ねぎは3mm幅に切る。
2.

鍋にバターを熱し玉ネギを炒める。
じゃがいもを加えて軽く炒め、水、
コンソメ、砂糖を加え、弱火で15分間煮る。甘栗を加え、
さらに5分

間煮た後、
シナモンを加えてあら熱をとる。
3. （2）
をミキサーにかけてなめらかにする。生クリーム50ccと牛乳を加
減して加え、好みの濃度にし、鍋に戻して温め直す。塩・胡椒で味を
整え、
ラム酒を加える。
4. スープ皿に注ぎ、適量の生クリームと刻んだ甘栗
（分量外）
をのせる。

ポイント
じゃがいもが柔らかくなってから甘
栗を加えます。煮過ぎると栗の風
味が弱まるので気をつけましょう。
ラム酒とシナモンは省いても美味
ですが、
香り良く仕上がるので、
あ
れば是非加えて下さい。

神崎則子プロフィール
フランス料理とフランス地方菓子を
学んだのち、ル・コルドン・ブルー東
京校にてグランディプロム取得。現
在、神奈川県藤沢市でフランス家
庭料理教室「アン・プチ・プ」主宰。
南仏料理に惚れ込み、
オリーブオイ
ルや身近な旬野菜を多用したシン
プルレシピを提案。簡単でおいしい
メニューが好評を博している。

神崎則子ホームページ

http://www.unpetitpeu.net/
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LET’S TRY!
グリルで
COOKING!

いちど見たらすぐ出来ちゃう、

簡単クッキング

新しいお料理を作ってみたいと思っても、
いろんな材料を揃えたり、
使い慣れない食材を買うのはちょっと……、
と思っている方へ。

いろんなフルーツでためしてみて

いつもの材料も、
ほんのちょっと変えるだけで、
家族から
「また作って！」
と催促されるメニューになります。
おまけに手順も簡単！ いちど作ったら、次からは自分のお料理になりますよ。
（レシピ作成：CFC クッキングチーム）

ブルーベリークランブル
フルーツに、
さらさらした生地を乗せて焼いた、
イギリスの一般家庭のデザートです。
フルーツは、
リンゴを少しの砂糖と煮たものや、
いちじく
・いちごなどでも。
出来立てにアイスクリームを乗せて、
または冷して食べても美味しい。

大人も子供も大好き

鶏手羽先グリル

材料
（2人分）
冷凍ブルーベリー……100g
砂糖……大さじ2
クランブル
＊小麦粉……30g
＊砂糖……大さじ1
＊バター……大さじ1

グリルを使えば、

作り方
1. ブルーベリーに砂糖を加え、鍋でひと煮立ちさせてから焼き
皿に並べる。
2. クランブルを作る。小麦粉と砂糖に、
バターを指ですりまぜる。
3. そぼろ状になったら、
ブルーベリーの上にのせる。
4. 網をはずして温めたグリルを弱火にして、3分ほど焼く。
5. アルミホイルをかぶせ、
もう１０分ほど焼く。

フライパンで焼くよりも、油が落ちてヘルシーに。
オーブンで焼くよりも、
焦げ目がきっちり付いて
美味しく焼けます。
コツは塩味をしっかりつけること。

ねぎとチーズのグラタン

これで普通の鶏肉もワンランクアップ。

焼いたネギの甘さとチーズの塩味がぴったり
！ 白ワインにもビールにも合います。

材料
（4人分）
鶏手羽先……500ｇ
塩……小さじ１
胡椒……小さじ１/2
にんにく……1〜２片
（みじん切り、
またはすりつぶしておく）

材料
（2人分）

作り方
1.

鶏の手羽先はビニール袋に入れ、塩・こしょうと、
にんにくをまぶし、
よくもみこんでから、
１時間ほど
おく。
2. グリルを十分に温め、味をつけた手羽先を網に
並べて焼く。
3. 片面焼きグリルの場合は焼き色がついたら、裏
返してもう片面を焼く。
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熱々をどうぞ

長ネギ……1本
お好みのナチュラルチーズ……30g〜50g
（ここではカマンベールチーズを使用、
青カビのチーズでも美味しい）
胡椒……少々

作り方
1.

長ネギを５cmほどに切り、
グラタン皿に並
べる。
2. 網をはずしたグリルで焦げ目がつくまで焼く。
3. 裏返して、
チーズを薄切りにして上にのせ、
焦げ目がすこしつくまで焼く。
4. 焼き上がりに胡椒をふる。
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簡単クッキング

いちど見たらすぐ出来ちゃう、

LET’S TRY!
ガスで
COOKING!

スパイシーな豆料理

チリコンカーン
豆は体に良いとわかっていても、
なかなかたくさんは食べられないもの。
でも、
こんなエスニックな豆料理なら、
子供たちも喜んで食べてくれます。
おまけに金時豆なら、
下煮なしで煮込めて、
お手軽。
パンに挟んだり、
ご飯にかけても美味しい。
作り方

材料
（4人分）
金時豆
（乾燥）
……500g
豚ひき肉または合挽……500g
サラダ油……大２
にんにく…… １片
玉ねぎ……1個
みじん切り
にんじん……1本
チリパウダー……大１〜２
とうがらし……１本
トマト水煮缶……1缶
スープの素……1個
塩・胡椒……少々

1. 金時豆はカップ５の水に一晩浸けておく。水を切ってその水は
とっておく。
2. 厚手の鍋
（鋳物の鍋や土鍋だとより美味しくできます）
にサラダ
油をひき、
みじん切りにしたにんにく、
玉ねぎ、
にんじんを炒める。
野菜に油がまわったら、
ひき肉を入れてよく炒める。
3. ひき肉に十分火が通り、
油が出るぐらいになったらチリパウダー
ととうがらしを入れる
（小さいお子様がいるお家や、
辛いのが苦
手な人は入れなくてもよい）
。金時豆を入れて少し炒める。
4. 材料にひたひたになるぐらいに、
トマトの水煮缶と豆の戻し水を
入れ、
スープの素を加え沸騰するまで強火で煮る。沸騰したらご
く弱火にして、
１時間半ほど豆が柔らかくなるまで煮る。
5. 途中、
水分が少なくなったら、
豆の戻し水を差す。
6. 塩・胡椒で味を整える。

少ない材料とひと鍋で気軽に作れる

黒酢酢豚

お料理に使うとひと味違うコクと旨味がでます。
体にいいから、
ではなくて、
美味しいから使いたい食材です。
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甘夏マーマレード
ジャムの中でもマーマレードは手間がかかります。
だけど、手間をかけた甲斐があったと思うはず。
トーストにたっぷりのバターとマーマレードを塗って食べたら、朝から元気になりますよ。
材料
甘夏
（無農薬のもの）
……3個
砂糖……甘夏の重さの６０〜８０％

ポイント
種と薄皮にはペクチンが多く含ま
れていて、
砂糖と結合してとろみを
出します。
ガスは鍋全体を温めるので、
とろ
みのあるものも、底だけこげること
なく作ることが出来ます。

作り方
1.
2.

甘夏は包丁で４つに切り、
皮をむき身と分けておく。
皮の長い辺を３つに切り、
なるべく薄い千切りにする。

3.

身は果肉と、薄皮・種に分ける。薄皮と種はガーゼなどの袋（麦

茶パックなどでも良い）
に入れておく。
4. 千切りにした皮をたっぷりの水につけ一晩おく。
5. 水を切り、新しい水で茹で、
その湯は捨てる。
6. （5）
にひたひたの水と、薄皮と種の入った袋を入れ、皮が柔らか
くなるまでゆでる。
7. （6）
から種と薄皮の袋を取り除き、果肉を入れ、砂糖を３回くらい
に分けて加え、中火で煮つめる。
8.

冷めると固くなるので、煮詰め加減がゆるいうちに火を止める。
（冷めてもなおゆるい時にはまた煮詰める）

作り方
1.

健康ブームで一躍有名になった黒酢。

材料
（4人分）
豚ももブロック……600g
たまねぎ……1〜2個
片栗粉……少々
塩・胡椒……少々
サラダ油……大３

甘さとほろ苦さが大人の味

黒酢たれ
＊黒酢……大３
＊砂糖……大2
＊ケチャップ……大1
＊醤油……大1
＊水……大1

豚肉は3cm角ぐらいに切る。塩・胡椒で下味をつけ、
片栗粉を
まぶす。
玉ねぎは大きめの角切りに。黒酢たれの材料を合わせておく。
2. 中華鍋でサラダ油を熱し、肉を入れ、時々位置を変えながら、
ま
んべんなく焼き色をつけ、火を通す。
（油は少なめでよい）
3. 焼けた肉をいったん取り出す。
4. そのままの鍋で火を強くし、玉ねぎをいっきに炒める。
（あまりし
んなりさせないように）
5. 肉を戻し入れ、
ひとまぜしたら、黒酢たれの材料を入れ、強火で
からめてよくなじませる。

CFCクッキングチーム
ガス直 火 料 理の素 晴しさを日
夜追求しているのが「CFCクッ
キングチーム」
です。
「簡単」で「美味しい」
を目指し
ています。
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グリルで
料理の
達人に！

魚焼きグリルって、
お魚専用だと思っている人がほとんど。
でも、
オーブンを使うような
本格料理も大得意なのです。
しかも、
ヘルシーで経済的 ！
食パンをトーストしても、
お魚の匂いだって移りません。

そのわけは ？

いる間は食材から常に外に向かって蒸気が出ているため、周りの匂いが食べ
物につくということもありません。

いてからという手間をかけなくても、そのままグリルに入れればＯＫ！「遠赤外
線」
と
「高温の空気の対流」が、達人のようなお料理に仕上げてくれます。

電子レンジは食べ物の中から加熱するので、水分が外に出ようとして、
まわ
りがベタッとしてしまいます。
それに対してグリルは、遠赤外線と対流熱で外から加熱するので、
まわりの

温め直しも
お手のもの

水分を飛ばし、
外側がサクサクカラッと仕上がるのです。

お肉を食べたいけれど脂肪分が心配という人にも、グリル料理は最強の味
方。
グリル料理なら高温で焼かれた脂が下に落ちて、フライパンで調理する場
合の 2 割から 3 割も脂肪分をカットできます。
野菜もそのままグリルすれば、水分が蒸発するだけ。
ビタミンや栄養素はギ
ュッと野菜に残っています。
オーブン以上の美味しさも

調理したらすぐに取り出す

失敗しない

匂いを移さないためのヒケツです。

た

火力が強い分焦げやすいので、
引き上げるタイミングをつかむのが達人になるヒケツです。

ポイント

節や炊飯、
湯沸かし機能などなどさまざまな賢い機能を持った最新ガスコンロです。

お手入れ簡単。いつもきれいな《ガラストップ》
耐熱セラミックガラスを採用したガラストップは、今までのガステーブルのイメージを一新しました。
まず、
ガラス素材の美しさ。そして、凹凸がなく平らに広がる機能的な美しさ。
しかも、
お手入れが簡単
で、その美しさは変わりません。もう変質や焼け焦げとの戦いに サヨナラ です。

安心・快適のために《安全機能フル装備》
天ぷら油過熱防止装置
センサーが鍋底の温度を感知し、温度が上がりすぎる
とガスを自動的にストップしますから、発火の心配が
ありません。

コンロ消し忘れ消火機能
内蔵タイマーが燃焼時間をカウントしています。約2時
間で自動消火して消し忘れを防ぎます。
グリル消し忘れ消火機能
グリルが約15分連続燃焼した場合、内蔵タイマーが
カウントし、
自動消火して消し忘れを防ぎます
（両面焼
きの場合）
。

火の前から離れず見守って

キッチンタイマーを利用しましょう。

真ん中ではなく端に置く

火に近づけて置くのがおいしく焼くコツ。長いサンマなどは二つに切って並べましょう。
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高齢の方でも安心してお使いいただけます。

立ち消え安全装置
吹きこぼれなどで火が消えてしまったときも、ガスを
自動的にストップするので安心です。

揚げものの再加熱もパリッと仕上がります

の

ロ・グリル消し忘れ消火機能」がついていますから、
「ついうっかり」でも安心。お子様のお手伝いやご

実はグリルからは、
オーブントースターより強い遠赤外線が出ています。だ
から早く、中はふんわり表面はカリッと理想的な調理ができるのです。焼いて

なります。だから、焼き豚やローストビーフなども、先にフライパンで表面を焼

め

「Siセンサーコンロ」は、全てのバーナーに、
「天ぷら油過熱防止装置」
「立ち消え安全装置」
「コン

「Siセンサーコンロ」の「S」は、Safety（安心）、Support（ 便利）、Smile（笑顔）。そして「i」は

庫内の温度は、狭いスペースで熱するために、300度Cにも達する高温に

グリル料理が
ヘルシーな
理由

「Siセンサーコンロ」は安心・便利・笑顔で賢いガスコンロです。

intelligent（賢い）。異常使用時に自動的に火を消すだけでなく、お料理上手をサポートする温度調

トーストはわずか2分半で焼き上がり。中はふんわり、表面はカリッ

「遠赤外線・
高温・対流」
がおいしさ
の理由

新しいガスコンロは
「 S iセンサーコンロ」

（搭載は機種によります）
さらに、
● 鍋なし検知機能 ● 使用中ランプ ● チャイルドロック
● 焦げ付き消火機能 ● 中火点火 ● グリル安全センサー
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