
 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        

1/5(木)🕒11:00-13:30 ￥3,800(税込) 

・メロンパン 

・チーズスティック 
 

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 

1/9 (月・祝)🕒10:00-12:00／13:30-15:30 ￥3,500(税込) 

2/15(水)  🕒10:00-12:00／13:30-15:30 ￥3,500(税込) 

1 月 ・初春（はなびら餅風ういろう）（３ケ） 

・和風ゆずぱうんど（１本）  

2 月 ・ふわふわショコラ（４ケ） 

・梅あんまん（４ケ） 
 

やさしいお菓子教室 

中村 美香講師        

1/27(金)🕒10:30-13:00  ￥3,600(税込) 

2/97(木)🕒10:30-13:00  ￥3,600(税込) 

1 月 ・モカババロア 

・ラング・ド・シャ 

2 月 ・ガトーショコラ 
 

菓子工房セ・ラ・ヴィのケーキ教室 

菓子工房セ・ラ・ヴィオーナー 草処 英次講師              

1/31(火)🕒10:30-13:30 ￥4,000(税込) 

・菓子工房セ・ラ・ヴィのバレンタインショコラ 

 

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 

2/4(土)🕒10:30-12:30 ￥4,000 (税込) 

・スタッフド バケット 

・クラムチャウダー 

・チョコブラウニー 
 

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 

2/6(月)🕒 10:00-11:00 ￥1,000(税込) 

・地ダコのトマトソースパスタ 

 

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 

2/6(月)🕒13:30-16:30 ￥6,000(税込) 

 

・生ハムとチーズのサルティンボッカ 

・洋風タコ飯 

・地魚のアクアパッツァ 
 

季節の管理栄養士ごはん 

おひさまサロン 

栗原 弘美講師  

2/10(金)🕒10:30-13:00 ￥4,000 (税込) 

～花粉症対策～ 
・福豆ごはん 
・サバ缶と白菜のとろっと煮 
・春菊の梅しらす和え 
・ごぼうの甘辛炒め 

  

祝日 1 回 コース 

安西 早葉講師         

2/23(木・祝)🕒10:30-13:30 ￥3,800(税込) 

 

・苺とヨーグルト入りチーズケーキ 

・米粉で作るきなこクッキー 

※1 ホールお持ち帰り 

  

親子料理教室 

中村 美香講師        

2/5(日)🕒14:00-15:30 ￥4,000/組(税込) 

・エビカレー 

・パセリライス 

・いちごのサラダ 

※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 

※4 名分作ります  
 

パパっとおいしい！親子クッキング 

浅井 ひとみ講師        

1/22(日)🕒10:00-12:30/14:00-16:30 ￥4,000/組(税込) 

・ふわふわフレンチトースト 

・マカロニサラダ 

・パリパリウインナー 

※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学 3 年 

 

 

 

 

 

  

大多喜ガス料理教室のご案内 2023年 1-2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：ふろむすくらっち（親子編） 1/6（金）くまさんブラウニー 

 
-2023.1- 

 

Otakigas Cooking studio 

 

※缶ビール 350ml 付 

◆ 1 回教室 ◆ 
 

多種多様なお教室を開催中！！ 
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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 5 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 12 月 1 日(木)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  

ふろむすくらっち（親子編） 
※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 

近藤 裕子講師        🕒各 10:30-13:00 

1/6(金) 2/19(日) 3/27(月) 

・くまさんブラウニー ・豚コマでやわらか

酢豚 

・中華スープ 

・杏仁ゼリー 

 

 

・レーズンパン 

・タラモパン 

（たらことポテト） 

3 回コース ￥11,000(税込) 

1 月 ￥ 3,600(税込) 

2 月 ￥ 3,900(税込) 

3 月 ￥ 3,700(税込) 
 

ふろむすくらっち（お菓子編） 

近藤 裕子講師        🕒各 10:30-13:30 

1/14(土) 2/13(月) 3/2(木) 

・キャラメルシナモン 

ベイクドチーズケーキ 

・白ワインゼリー 

・オレンジ 

チョコレートケーキ 

・チョコレートロック 

・桜のパウンドケーキ 

・甘酒みるくぷりん 

3 回コース ￥11,000(税込) 

1 月 ￥ 3,600(税込) 

2 月 ￥ 3,700(税込) 

3 月 ￥ 3,900(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        🕒各 10:30-13:30 

1/16(月) 2/24(金) 3/19(日) 

 

 

・くるみ入り 

黒糖しょうがパン 

・フルーツバンズ 

~シュガーバタートップ~ 

・グラタンパン 

・ベリーとチーズの 

カップパン 

・抹茶生地の 

白玉あんぱん 

・お豆腐白玉の 

黒糖きなこ 

3 回コース ￥11,000(税込)   

各 1 回 ￥ 3,800(税込)   
 

絶品！家庭料理（火曜日コース） 

安西 早葉講師        🕒各 11:00-14:00 

1/17(火) 2/14(火) 3/14(火) 

・じゃがいものガレット 

・ハーブ香るサルシッチャ

（イタリアンソーセージ） 

・クルミとレーズンの 

ソーダブレット 

・カシューナッツと 

鶏肉の炒め物 

・かしわ飯 

（福岡県郷土料理） 

・きなこと黒みつの 

パンナコッタ 

・春人参のチヂミ 

・プルコギ 

・アマレットで作る 

杏仁豆腐 

3 回コース ￥11,100(税込) 

各 1 回 ￥ 3,800(税込) 
 

絶品！家庭料理（金曜日コース） 

安西 早葉講師        🕒各 10:30-13:30 

1/20(金) 2/17(金) 3/17(金) 

・じゃがいものガレット 

・ハーブ香るサルシッチャ

（イタリアンソーセージ） 

・クルミとレーズンの 

ソーダブレット 

・カシューナッツと 

鶏肉の炒め物 

・かしわ飯 

（福岡県郷土料理） 

・きなこと黒みつの 

パンナコッタ 

・春人参のチヂミ 

・プルコギ 

・アマレットで作る 

杏仁豆腐 

3 回コース ￥11,100(税込) 

各 1 回 ￥ 3,800(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        🕒各 10:30-13:00 

1/23(月) 2/16(木) 3/16(木) 

・豆腐と蟹の煮込み 

・大根の辛み漬け 

・バター不使用の 

チョコカップケーキ 

～居酒屋風おつまみを

作ってみよう～ 

・椎茸の肉詰め 

・いかのピリ辛炒め 

・大根と油揚げのサラダ 

・味噌焼おにぎり 

・ビーフシチュー 

・玉ねぎドレッシングの 

旬サラダ 

・ミルクわらびもち 

3 回コース ￥11,100(税込)  

各 1 回 ￥ 3,800(税込)  
 

男の料理（土曜日コース）※女性の方もお申し込みいただけます 

中村 美香講師        🕒各 10:30-13:00 

1/21(土) 2/18(土) 3/18(土) 

・豆腐と蟹の煮込み 

・大根の辛み漬け 

・バター不使用の 

チョコカップケーキ 

～居酒屋風おつまみを

作ってみよう～ 

・椎茸の肉詰め 

・いかのピリ辛炒め 

・大根と油揚げのサラダ 

・味噌焼おにぎり 

・ビーフシチュー 

・玉ねぎドレッシング 

旬サラダ 

・ミルクわらびもち 

3 回コース ￥11,100(税込)  

各 1 回 ￥ 3,800(税込)  
 

 

 

パン教室 ふろむすくらっち（フライパン編） 

近藤 裕子講師        🕒各 10:30-13:30 

1/30(月) 2/27(月) 3/13(月) 

 

 

・オレンジ・レーズンパン 

・ゴロゴロりんごのパン 

・フライパン de 

ミートローフ 

・ほくほくマッシュポテト 

・チョコレートのデザート 

 

・ねぎみそベーコン 

・キャラメルナッツ 

3 回コース ￥11,000(税込) 

各 1 回 ￥ 3,800(税込) 

 

 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        🕒各 11:30-14:00 

2/3(金) 3/3(金) 

・チョココロネ 

・ソーセージパン 

・ブラウンブレッド 

（パーティーにピッタリなサンドイッチにします） 

2 回コース  ￥ 7,400(税込)  

各 1 回    ￥ 3,800(税込) 
 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        🕒各 10:30-13:00 

2/5(日) 3/4(土) 

・チョココロネ 

・ソーセージパン 

・ブラウンブレッド 

（パーティーにピッタリなサンドイッチにします） 

2 回コース  ￥ 7,400(税込) 

各 1 回    ￥ 3,800(税込) 
 

 

 

◆ 複数コース ◆ 

 

フライパン de ぱん 
紅茶風味の生地で二種のパン！ 

 

フライパン de ぱん 親子でチャレンジ！ 
手捏ね de フライパンぱん 

シナモン風味の生地で作る
二種のパン   


