
 

 

 

  

大多喜ガス料理教室のご案内 2022年 11-12月コース 

 

申込方法▷インターネット 
問い合わせ先▷BeE クッキングスタジオ 

TEL▷043-291-1510 

受付時間:10:00-17:00(土日祝は除く) 

大多喜ガス ショールーム BeE 

千葉市緑区おゆみ野 3-12-1 

 

～大多喜ガスからご提案～ 

これからは食事を“買う”だけじゃない 

知識や技術を“テイクアウト” 

しませんか？ 

写真：パパッと！おいしいレシピ 12/10（土）・13(火) スコッチエッグ・サーモンマリネのサラダ 

 
-2022.11- 

 

Otakigas Cooking studio 

 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        🕒11:30-14:00 

11/4(金) 

・野菜三色パン 

・キャラメルラスク 

1 回    ￥ 3,800(税込) 
 

～男性限定～手作りおつまみ教室 

おひさまサロン 

栗原 弘美講師        

🕒10:30-12:30 

11/5(土) 

・きのこシチュー 

・ポンデケージョ 

・れんこんの粒マスタード炒め 

※缶ビール 350ml 1 本付き 

1 回    ￥ 4,000(税込) 
 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        🕒10:00-12:30/13:30-16:00 

11/6(日) 

・野菜三色パン 

・キャラメルラスク 

1 回    ￥ 3,800(税込) 
 

パン教室 ふろむすくらっち(オーブン編) 

近藤 裕子講師        🕒10:30-13:30 

11/7(月) 

・りんごパン (4 個) 

・スィートポテトパン (4 個) 

1 回    ￥ 3,800(税込)  
 

季節の管理栄養士ごはん 

おひさまサロン 

栗原 弘美講師               

🕒10:30-13:00 

11/11(金) 

～腸活レシピの考え方～ 

・ジップロックでぬか床づくり 

・豚肉と蓮根の甘酒みそ炒め 

・ゴロゴロ野菜の塩麹ポトフ 

1 回    ￥ 4,000(税込) 
 

パパッと！おいしいレシピ 

浅井 ひとみ講師        🕒10:30-13:00 

11/12(土)・15(火) 

・フライパン一つで酢豚 

・小松菜と卵のチャーハン 

・杏仁豆腐 

1 回    ￥ 4,000(税込) 
 

パン教室 ふろむすくらっち(アラカルト) 

近藤 裕子講師        🕒10:30-13:30 

11/16(水) 

≪フライパン編≫ 
黒糖生地で作る 2 種のパン 

・マロンクリームパン (4 個) 

・くるみとお豆のパン (4 個) 

1 回 ￥ 3,700(税込) 
 

男の料理※女性の方もお申し込みいただけます 

中村 美香講師        🕒10:30-13:00 

11/17(木)・19(土) 

・きのこのキッシュ 

・ごちそうサラダ 

 ～キウイソースを添えて～ 

1 回 ￥ 3,800(税込) 
 

養生料理重ね煮～カフェランチを作ろう！～ 

小栗 世津子講師        🕒10:30-13:30 

11/18(金) 

・玄米パスタのナポリタン  

・野菜たっぷりズッパ 

・りんごとプルーンの 

 コンポート 

1 回   ￥ 3,800(税込) 
 

絶品！家庭料理 

安西 早葉講師        🕒10:30-13:30 

11/22(火)・25(金) 

・ほうれん草ときのこの手作りポン酢和え 

・だまこ鍋(秋田の郷土料理) 

・スィートベークドポテト 

1 回   ￥ 3,800(税込) 
 

ふろむすくらっち(お菓子編) 

近藤 裕子講師        🕒10:30-13:30 

11/29(火) 

・フルーツケーキ 

・ドライフルーツの紅茶煮 

1 回 ￥ 3,800(税込) 
 

 

 

 



 

祝日 1 回 コース 

安西 早葉講師         

11/3(木・祝)🕒10:30-13:00 ￥3,700(税込) 

・フランス式  

オープンアップルパイ 

 

四季を感じる和菓子 

和菓子教室てぃーあんだ。宮川 睦講師 

11/8(火)🕒10:00-12:00／13:30-15:30 ￥3,500(税込) 

12/5(月)🕒10:00-12:00／13:30-15:30 ￥3,500(税込) 

11 月 ・巾着蒸し(4 個) 

・ごましぐれ(3 個) 

12 月 ・ノエル(1 本) 

・松の翠(4 個) 
 

やさしいお菓子教室 

中村 美香講師        

11/24(木)🕒10:30-12:30 ￥3,500(税込) 

12/8(木)1🕒10:30-12:30 ￥4,000(税込) 

11 月 ・お芋とりんごのマドレーヌ 

・プリン 

12 月 ・ズコット 
 

シェフから教わるイタリアン＜体験教室＞ 

ペッシェアズーロオーナーシェフ 池田 征弘講師 

11/28(月)🕒 10:00-11:00 ￥1,000(税込) 

12/19(月)🕒 10:00-11:00 ￥1,000(税込) 

11 月 ・秋野菜を使ったパスタ 

12 月 ・大人気カルボナーラの基本 

 

シェフから教わるイタリアン＜本格イタリアン教室＞ 

ペッシェアズーロオーナーシェフ 池田 征弘講師 

11/28(月)🕒13:30-16:30 ￥6,000(税込) 

12/19(月)🕒13:30-16:30 ￥6,000(税込) 

11 月 ・秋野菜のカポナータ 

・秋茄子とトマトの炊き込みご飯 

・イタリアンハンバーグ 

12 月 ・クリスマス バーニャカウダ 

・簡単ガーリックライス 

・ステーキの焼き方 
 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        

12/2(金)🕒11:00-13:30 ￥3,800(税込) 

12/3(土)🕒10:00-12:30/13:30-16:00 ￥3,800(税込) 

・カルツォーネ 

・フォカッチャ 

 

冬の手作りおつまみ教室～男性限定・初心者歓迎～ 

おひさまサロン 

栗原 弘美講師 

12/4(日)🕒10:30-12:30 ￥4,000 (税込) 

・大根ぎょうざ 
・かまの煮付け 
・青菜の炒め物 
缶ビール 350ml 一本付き 

 

パン教室 ふろむすくらっち(オーブン編) 

近藤 裕子講師         

12/6(火)🕒10:30-13:30 ￥4,000(税込) 

クリスマスの定番！プレゼントにも最適！ 

・シュトレン プレゼントサイズ(2 本) 

・カフェオレプリン 
 

季節の管理栄養士ごはん 

おひさまサロン 

栗原 弘美講師  

12/9(金)🕒10:30-13:00 ￥4,000 (税込) 

～身体を温める冬が旬の食材～ 

・かぶの海老と生姜のあんかけ 
・鶏団子と白菜の旨煮 
・ゆず大根 

 

パパッと！おいしいレシピ 

浅井 ひとみ講師        

12/10(土)・13(火)🕒10:30-13:00 ￥4,000 (税込) 

・スコッチエッグ 

・サーモンマリネのサラダ 

・ティラミス 
 

パン教室 ふろむすくらっち(フライパン編)  

近藤 裕子講師         

12/12(月)🕒10:30-13:30 ￥3,700(税込) 

フライパンで気軽につくる 

・シナモンロール(7 個) 

 

冬の 1 回 コース 

安西 早葉講師         

12/14(水)・18(日)🕒10:30-13:30 ￥3,900(税込) 

・ラザニア 

・バナナブレット 

～レモンクリームを添えて～ 
 

男の料理※女性の方もお申込みいただけます 

中村 美香講師         

12/15(木)・17(土)🕒10:30-13:00 ￥4,000(税込) 

・大人のお子様ランチ 

 

 

 

 

 

 

 

手作りおせち教室 

おひさまサロン 

栗原 弘美講師  

12/20(火)🕒10:30-13:30 ￥5,500 (税込) 

・鶏の八幡巻き ・くるみ田作り 

・べっこう寄せ   ・菊花かぶ 
・海老の黄金焼き  
・黒豆のクリームチーズ和え 
・うさぎのかまぼこ 
小さなお重を２つお持ち帰り 

 

ふろむすくらっち(お惣菜編) 

近藤 裕子講師        

12/21(水)🕒10:30-13:30 ￥3,900(税込) 

ホームパーティを華やかに！  

・サーモンと季節の野菜のパイ包み 

・赤いスープ 

・バター醤油の和風ペンネ   
 

 ふろむすくらっち(お菓子編)  

近藤 裕子講師         

12/23(金)🕒10:30-13:30 ￥3,700(税込) 

今年は可愛い(•ө•)♡ドーム型！ 

・オリジナル クリスマスケーキ 

＊＊いちごを 1 パックご持参ください＊＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふろむすくらっち(親子編) 

近藤 裕子講師        

11/20(日)🕒 10:30-13:00 ￥3,500/組(税込) 

りんごの皮むき頑張ろう！ 

・アップルカスタードパフェ(4 個) 

・焼きりんご 

※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 
 

ふろむすくらっち(親子・お惣菜編) 

近藤 裕子講師        

12/26(月)🕒10:30-13:30 ￥3,900/組(税込) 

親子でチャレンジ！おせち風弁当 

（お弁当は 2 つ作ります） 

・カラフルおむすび 

・ミニ伊達巻 

・松風焼き 

・スイートポテト茶巾  他 

※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 
 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

※写真はイメージです。※料理は２名分作ります。※料理は全て持ち帰りになります。※開催日 3 日前を過ぎてのキャンセルは電話でご連絡ください。 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

アルコール消毒液の 
設置 

 

清掃・換気の徹底 マスク着用 検温の実施 
参加人数の

制限 
感染拡大防止に関する 
大多喜ガス CookingStudio の取り組み 
 

 

お申し込み受付は 10 月 5 日(水)10 時から開始いたします。 

大多喜ガス 料理教室 

お申し込みは 
▼  こちらから ▶ 

講師から皆さまへ メッセージ！ 

※開催日の 4日前よりキャンセル料金をいただく場合がございます。 

池田講師 栗原講師 近藤講師 小栗講師 

◆ 1 回教室 ◆ 
 

多種多様なお教室を開催中！！ 

 

 

★親子で一緒にクッキング★ 


