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ティーバッグを揺らすのはNG！ 未来を占う“紅茶占い”なるものがある

ティーバッグで紅茶を淹れるとき、ついつい上
下に揺らしてしまいがち。実はティーバッグを
揺らしても色がつくだけで、紅茶本来の味や香
りは出ていないのだとか。大事なことは、蒸ら
す時間。2～3分は、ふたをして待ちましょう。

茶こしを使わずに紅茶をティーカップに入れ、飲み終わった後
のカップの底に表れる茶葉の形などから未来を占うのが
“紅茶占い”。馬の形は願いごとが叶う、鳥は飛躍、木は幸運な
ど、いろいろな解釈があるもよう。大人気ファンタジー小説
『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』のワンシーンにも登場。

体を温める効果があると言われている
紅茶は、寒い日の飲み物にぴったり。
いつもよりちょっと手を加えて、アレ
ンジ紅茶の味わいを楽しみましょう。

スパイスの香りに癒される

体を内側から温める

りんごの風味で後口さっぱり！

♦ 材料（1人分）
茶葉（セイロンがおすすめ）…3～4g
熱湯…120cc
りんごジュース（100％果汁の混濁タイプがおすすめ）…50cc

おいしい紅茶（ストレートティー）の淹れ方

�あらかじめ
　ティーポットと
　ティーカップを
　温めておく。

�茶葉を杯数分、ティーポットに入れる。
　ティーカップ1杯分で茶葉3g程度が目安。

�茶こしで茶殻を
　こしながら、
　ティーカップに注ぐ。

�水を沸騰させ、ティーポットに
　杯数分、注ぐ。
　ティーカップ1杯分に対して湯量は
　150～160㏄。

♠ つくり方
�茶葉に熱湯を注ぎ、ストレートティーをつくる。
�鍋にりんごジュースを入れ、
　弱火で軽く温める。電子レンジでも可。
��と�を混ぜる。

♠ つくり方
�鍋に茶葉、水、★のスパイスを入れて沸騰さ

せる。沸騰したら弱火で2～3分ほど煮出す。
�砂糖を入れ、再び沸騰したら牛乳を加える。
�牛乳が沸騰しない程度の弱火で2～3分ほど

熱を加えて、温める。
�茶こしでこしながら、ティーカップに注ぐ。

♦ 材料（1人分）
茶葉（アッサムがおすすめ）…4～5g
水…50㏄
牛乳…100㏄
砂糖…小さじ1と1/2
★シナモン（パウダー）…小さじ1/4
★カルダモン（パウダー）…小さじ1/4
★クローブ…1個
★ショウガ（すりおろしたもの）…適量

高い位置から空気を含ませるように
カップに注ぐと、スパイスの香りが立っ
ておいしさアップ！

Point

細かい茶葉はティース
プーン中盛り1杯、大き
い茶葉はティースプー
ン大盛り1杯が適量。
ティーバッグの場合、1
袋がティーカップ1杯
分に相当。

Point

�時間を計って、
　茶葉をしっかり蒸らす。
　蒸らし時間は、
　細かい茶葉で
　2分半～3分、
　大きい茶葉で
　3～4分。

♠ つくり方
�茶葉に熱湯を注ぎ、
　ストレートティーをつくる。
�カップにショウガのおろし汁、
　お好みではちみつや
　黒糖など甘味料を入れて、
　�を注ぐ。

♦ 材料（1人分）
茶葉…3g
熱湯…150㏄
ショウガのおろし汁…小さじ1
はちみつや黒糖
　…適宜

ひとくちmemo

最後にスライスした
りんごを浮かべると、
より本格的に。

ひとくちmemo

砂糖の替わりに、はちみつや
黒糖を用いると
コクが増して◎。

ティーバッグを使う場合は、
袋から茶葉を出して

煮出す。

ひとくちmemo

ショウガの風味が強いと感じる
ときは、スライスしたショウガ
（10g程度）を使ってもグッド。

茶葉とスライスした
ショウガをポットに入れ、

熱湯を注ぐ。

http://www.sanikleen.co.jp/

イラストレーション／アタフタグラフィックス

サニクリーンの
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日本を元気に！
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私もサニクリーンのユーザーだったのですが、そのときお世話
になっていたサニフレンドさんに誘われたのがきっかけです。
最初は不安もありましたが、担当エリアが自分の住んでいる
マンション内のみだったので知り合いも多く、スムーズに始め
られました。徒歩圏内で楽しく仕事をさせてもらっています。

全国各地のサニフレンドさんに

直撃インタビュー！

サニフレ
ンドさ

ん

inter
view

仕事のことや、
お客さまとのエピソードなどを
お聞きしました！

サニクリーン東京　湘南営業所
フレンド歴5年8ヵ月
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 仕事をはじめたきっかけは？

 仕事で心がけていることは？ 

編集部員M
&

「サニスマイル」の
編集担当者。何事
も徹底的に調べ
たい性分。「サニスマイル」編集部員が様々なサニクリーン商品を実際に使ってみて

発見した魅力の数々を徹底的に検証し、その理由に迫ります。

使ってみたら
“イイ”発見！

使ってみたら
“イイ”発見！

サニクリーン商品を徹底検証

サニエルと
編集部員Mが

ナビゲート

ナビゲーター

サニエル
サニクリーンの公
式キャラクター。自
然や街をキレイに
することが得意。

※誌面で紹介している商品は、一部取り扱いのない地域もございます。詳しくはお客さま係におたずねください。

築50年以上の歴史のあるお宅の前で越智様。越智様のお母様、越智様と息

子さんの3人家族です。

　私は営業の仕事をしているので帰りが遅くなること
も多く、そんなとき手軽に掃除ができる「ネオシャル
ティ」には本当にいつも助けられています。掃除機と
違って、音もたたないので時間も気にせず掃除がで
きます。フワフワとした弾力があって使い心地がよく、
軽量なのもうれしいポイント。「ネオシャルティ」を取り
換えに来てくれる担当の方も、とても気の利く女性で

お気に入りです。仲良くさせてもらっていて、お話し
をするのが楽しみなんです。実はサニクリーンさんと
は20年ぐらい前からのお付き合いなんですよ。仕事
もありがたいことに忙しいですし、夏はウェイクボード
に冬はスノーボードと遊びも忙しいので（笑）、これか
らもサニクリーンさんに頼って、掃除はラクをさせて
もらおうと思っています！

仕事で疲れて帰ってきても、モップ掃除は苦になりません

サニクリーングッズを愛用されているお宅を訪問。その活用方法を伺いました。

愛媛県今治市　越
お

智
ち

 美
み

智
ち

恵
え

 様

※誌面で紹介している商品は、一部取り扱いのない地域もございます。詳しくはお客さま係におたずねください。

お宅訪問 私も使ってます！
お客さ

ま

inter
view

❶玄関で「ネオシャルティ」を使って掃除をする越智様。あっという間に
ゴミやホコリがとれていきます。 ❷サニクリーンが年末に販売してい
る「おそうじピカピカボックス」の中に入っていた「油汚れ落とし」は、
越智家のキッチンで年中大活躍！ ❸築50年以上という長い歳月を経
たお宅。毎日キレイに掃除をして大切に住まわれています。

私が実際に試してみて“スグレモノ”と感じた商品を中心に
おすすめするようにしています。「浴室の鏡の鱗状痕落とし」や

「陶器水あかクリンシート」は「使っていて楽しくなるほど、厄
介な水回りの汚れが落ちるんですよ」と使った感想をお客さま
に伝えたところ、すぐに試してくださり、気に入ったという声を
たくさんいただきました。今後もそんな商品を紹介していき
たいです！

りんじょうこん

❶ ❸

❷

❶ ❸

❷

※誌面で紹介している商品は、一部取り扱いのない地域もございます。詳しくはお客さま係におたずねください。

「お役立ちアイテムスペシャル」

大掃除で活躍すること間違いなしの3つの新商品
「圧縮メラミンスポンジ」「油汚れ落とし 強力ジェル」
「家中お手軽泡スプレー」をピックアップ。

年末年始の大掃除に使いたい！

使っ
てみると

使っ
てみると

使っ
てみると

使っ
てみると

スポンジに少量の水を含ませてこするだけで、茶渋やヤニ、水あかなど
の汚れが簡単に落とせるのは、スポンジ断面が硬い極細の網目構造に
なっているから。使っているうちにすぐボロボロになるという従来のメラ
ミンスポンジの欠点も、特許取得
の特殊圧縮加工によって克服し、
約4倍も長持ちするようになって
いるよ（当社比）。

（特許 第3674907号）

メラミン片側の持ち手部分がウレタンでできて
いるから、メラミン部分に指が直接当たらず、爪
も気にしなくていいお掃除しやすいつくりに。最
後までメラミン部分を使い切れるのもポイント。

気になる汚れにスプレーして拭く
だけで、家中どこでもピカピカ。泡
切れもよく2度拭きの必要もない
から、手軽にお掃除できるよ。

塗って、置いて、拭くだけでギトギトの
油汚れが気持ちいいくらい取れた！

これひとつで家の中の
いろんな場所を掃除できるのね！

握りやすいから
掃除もはかどるね！

硬くて極細の網目構造が汚れをかきとるんだよ！
さらに特殊圧縮加工で従来品より長持ちに！

持ち手がウレタンスポンジに
なっているからだよ！

除菌剤配合だから、
よく手が触れるところの

掃除にもぴったり！

圧縮メラミンスポンジ 油汚れ落とし 強力ジェル

家中お手軽泡スプレー

軽くこすっただけで、水あかがスッキリ！
メラミンなのにヘタリにくいのもイイね。

従来メラミン断面 圧縮メラミン断面

圧縮

特殊加工

衛生的で
安心だね！

2度拭き不要の中性洗剤だから
家具やサッシ、窓ガラスなど
あちこちに使えるよ！

スプレータイプの約5倍の洗浄力がある
プロ仕様の洗浄剤だからだよ！

切れ込み入りで
4分割できるから

便利ね

ゴトクや
コンロ天板などの
焦げ付きにも◎ 

洗浄成分が強力だから、ササッと
塗って20分～1時間置いてから拭
き取れば、ガンコな汚れもすっきり
落とすよ。しかもジェルタイプだか
らつけ置きをする手間も不要。

※シリコン製やPET製などの柔らかい樹脂ハケや、獣毛ハケは使用しないでください。

網目が細かい

新商品 新商品

新商品

今回の
Pick Up

商品

細かい部分の
掃除に使えるよ！

液だれしないから
高い所にも使えるね
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『おそうじマイスター』
営業サポート本部 CSS部　吉

よし

田
だ

 大
だい

毅
 き

『おそうじマイスター』とは

サニクリーンでは、「おそうじマイスター制度」を採用し、お掃除の正し
い知識やノウハウを有する社員を養成中。その中で実施される研修や
試験に合格した者だけに『おそうじマイスター』の称号が与えられます。

閉め切っていることが多い下駄箱は、湿気で菌が繁殖
しやすくなっています。こまめに換気を行うのはもちろ
ん、時々靴を全て取り出して、ホコリや砂などを掃除機
で吸い取りましょう。ニオイ消しに使った重曹は水に溶

かして下駄箱内を拭
き上げると無駄があり
ません。しっかりと乾
かしてから新しい 重
曹とともに靴を戻しま
しょう。

畳は湿気も苦手。梅雨の時期はもちろん、冬場の加湿
器の使い過ぎや結露などにも要注意です。年に数回は
晴れた日に外で天日干しするのがベストですが、畳を
少し持ち上げて風を通す方
法でもOK。また、畳の上に
カーペットを敷くと湿度が
高くなり、ダニやカビが発
生しやすくなるので避けま
しょう。

壁紙の汚れは時間が経つほど落としにくく、完全にキ
レイにするのが難しくなるので、気がついたら即対処
するのが鉄則です。古い歯ブラシなどに歯磨き粉をつ
け、少しずつ、優しくこ
すっていきます。歯磨き
粉の代わりにクリーム
クレンザーでも可。普段
のお手入れは、水で固く
しぼったタオルで拭き
掃除を行いましょう。

湿気をためずに、こまめな換気・お掃除を 湿気やカビ、ダニもシャットアウト できるだけ早い対処がカギ

がアドバイス

A A A
B B B
C C C

アルコール アルコール製剤で拭く 歯磨き粉

重曹 アルカリ性洗剤で拭く 除光液

せっけん カビとり剤を使う たわし

Q1 Q2 Q3

よって・・・答えは よって・・・答えは よって・・・答えは

お客さまの声にしっかりと耳を傾け、最適
な提案をすることがモットー。幅広い知識
をもち、お客さまに何でも相談される営業
社員を目指し、日々勉強中！

あなたのお掃除力アップのために、お掃除のプロ『おそうじマイスター』がとっておきのノウハウや裏技をクイズ形式でアドバイス！
毎回3つのクイズに答えるだけで、あなたもいつの間にか“おそうじの達人”になれるかも!?

B A A

酸性のニオイはアルカリ性で 畳の掃除は必ず目に沿って 目立たないところで試してから
下駄箱のニオイは、靴の中にいる菌が汗などをエサに
して発生させた酸性のものなので、消臭にはそれを中
和するためにアルカリ性の重曹を使います。重曹の消
臭効果は空気に触れる面積が大きいほど高くなるの
で、平たい小皿などに入
れて下駄箱の中へ。使い
古しの靴下に重曹を入
れたものを靴に入れ、靴
の中のニオイを直接取る
と更に効果的。

畳のい草は非常にデリケートな素材です。アルカリ性
の洗剤や一般的なカビとり剤（塩素系）は、畳を痛めた
り、変色させるため、使用は避けましょう。アルコール
製剤は使用後すぐに蒸発し、畳を痛めずにカビを除去
できます。お掃除の際は、掃除機
などで汚れを吸い取った後、ア
ルコール製剤とタオルを使って
拭き取ります。その際は、畳の目
に沿って拭くことを忘れずに。

歯磨き粉に入っている研磨剤がボールペンのインクを
落としてくれます。ただし、壁紙の素材によっては使え
ない場合があるので、目立たない場所で試してみて、

問題がないことを確認してから
行います。除光液はビニールク
ロス自体を溶かし、質感を変え
てしまうこともあるので避けま
しょう。たわしも壁紙そのもの
を傷めてしまうのでNG。

下駄箱の中のニオイ消しに
有効なものは？

畳に発生したカビをとる際に
有効なものは？

壁のクロスについたボールペンの
インク落としに適したものは？

免疫力がアップする白菜料理で風邪知らず。冬のパワーアップ・レシピ

白菜と肉団子のスープ鍋
イキイキ女性のための

監修  料理研究家／日本箸教育講師
　    栗原  佑布子さん

あらゆるジャンルの家庭料理を専門とし、簡単創作料理を得
意とする。雑誌へのレシピ掲載、料理番組のコメンテーター、
料理セミナーの開催など“おいしく楽しい食卓”をテーマに
幅広く活動。また日本食文化の次世代への継承に注目。
日本箸教育講師として、教育機関での講座も開催している。

� まず肉団子をつくる。ボールに豚ひき肉を入れ、調
味料を全て加えてよくこねる。粘りが出てきたら、水を
少しずつ加え、白っぽくなるまで更に混ぜ合わせる。
最後に長ネギの小口切りを

　  入れてよく混ぜ合わせたら、
　  12等分にする。

� サラダ油を熱したフライパンに、�の肉団子を入れて
両面を色よく焼く。続いて、同じフライパンにサラダ油
を足し、ざく切りにした白菜を入れ強火でさっと炒める。

� 鍋に、�の白菜、その上に肉団子をのせたら、ひたひ
たになる程度の水を加えて火にかける。沸騰したら
アクを丁寧に取り、酒、醤油を加え、蓋をして白菜が
柔らかくなるまで中火で30分～40分ぐらい煮る。

� 白菜が煮えたらスープの味をみて、必要ならば醤
油（記載外）を加えて、味を調える。

� 仕上げに食べやすい大きさに切ったニラを加えて、
火が通ったらでき上がり。

〈 肉団子 〉
豚ひき肉…300g　長ネギ（小口切り）…1本

〈 調味料 〉
塩、コショウ…少々　ごま油…小さじ 1
醤油…大さじ 1　酒…大さじ 2
ショウガ汁…少々　卵…1 個　片栗粉…大さじ 1
水…約150㏄（硬さを見ながら調整）
白菜…1/2株　ニラ…1 束（好みで増量 OK）
サラダ油…適量（白菜を炒める＆肉団子を焼く）

〈 スープ 〉
水…適量（材料がひたひたになるぐらい）
酒…カップ1　醤油…大さじ 3

ビタミンCが豊富に含まれる白菜だか
ら、肌荒れや風邪予防に効果テキメン！
また、野菜のなかでも群を抜いてカロ
リーが低いので、頻繁に取り入れたい
旬の野菜です。

豆板醤を加えるだけで、ピリ辛中華風に大変身。
唐辛子のカプサイシンが血行を促進し、冬に
ピッタリのアレンジです。（辛さは好みで調節を）

材料（4人分） タネは柔らかめが
おいしい！

 《 作り方 》

※アルコール製剤はドラッグストアなどで「消毒用エタノール」として
　販売されています。

タネがとても柔ら
かいので、軽くま
とめる程度でOK

汚れを見つけたら
すぐにお掃除を！

缶や瓶を使って
持ち上げましょう
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お問い合わせは下記まで

※本誌掲載の商品の中には、現在、一部の地域で取り扱っていないサービス・商品もありますので、詳しくはお客さま係におたずねください。※商品のデザイン、カラー、仕様は改良などのため変更する場合がありますので、ご了承ください。

この情報誌は環境にやさしいECF（無塩素漂白）パルプを使用しています。

サニスマイル   2015 Vol.32
2015年12月1日発行
発行／（株）サニクリーン　発行部数／23万部

心のもち方ひとつで毎日は輝く。そんなきっかけづくりに願いをこめた誠澄坊から、真心のメッセージ。

京都宇治・心華寺

　誠
じょう

澄
ちょう

坊が語る
第
十一回

　人にはそれぞれの生活スタイルがあります。ビジネスマ
ンなら仕事、専業主婦であれば家事、学生なら学校での
生活がメインとなってきます。それぞれの生活のなかにや
りがいがあり、変化や発見もあるはずですが、何年も同じ
場所で同じことを続けていると、日常が平坦に思えてしま
うこともあります。また日々の忙しいスケジュールに追われ、
やるべきことをなんとかこなすだけで疲れ切っている人もた
くさんいらっしゃるかと思います。そんなとき、たっぷり休息
がとれれば、また新たな気持ちでスタートが切れるのでしょ
うが、そう簡単に休めないのも世の常です。そこで私がお
すすめするのは、日常生活のなかで上手に小休憩をとり、
緩急をつけることです。つまり一日のなかで、オンとオフのメ
リハリをつけ、同じことばかりをずっとやるのではなく、順序
を変える等でやり方の工夫を考えるということです。

　私は365日のほとんどを寺で過ごし、同じ勤めを毎日させ
ていただいておりますが、小刻みにやることを入れ替えて
いるおかげか、都度新しい気持ちで勤めに励めています。
ときには場所を変えるだけでも気分転換になります。また、

やるときはやる、休むときは休む

手順を変えるだけで、飽きない毎日に
今号のまとめ

岡田 誠澄  Okada Jocho

宇治のパワースポット心華寺 金港辯財天の副住職。「研
修道場」でもある当寺を訪れる年間約1万人もの研修生
の指導に大奮闘の日々。毎月第1日曜日は「幸福開運護
摩祈願祭」を、毎年2月には節分の火渡り、炎の祭典を
開催している（2016年は2月7日（日）10時～）。
心華寺 金港辯財天

（比叡山延暦寺“不滅の法灯”ご分灯の寺）
京都府宇治市神明石塚66　☎0774-44-5380
http://www.wao.or.jp/user/bonsan01/

緩急こそは日常を楽しむ秘訣

趣味をもつことも大切なことだと思います。私が続けている
空手も、私の日常に大きく緩急をつけてくれています。趣味
の世界に没頭することにより、心が休まるだけでなく、よい
アイデアが浮かんだり世界が広がって会話が弾むこともあ
ります。趣味と言ってもそんな大層なことでなくてもいいの
です。例えば観葉植物を育てるとか、散歩をするとか、そう
いった日常の中に緩急の「緩」の部分をもたらしてくれる何
かを取り入れるだけで、日常に楽しい刺激を与えてくれるか
もしれません。緩急をつけて日常を楽しむ努力をしましょう。

※当選者数は「サニクリーンライフ（業務
用）」「サニスマイル（家庭用）」の両誌を
あわせた人数となります。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代
えさせていただきます。

※ご記入いただいたアンケートの内容は
統計処理にのみ使用し、個人情報はプ
レゼントの発送のみに使用いたします。

※事情により、賞品のデザインが変更され
る場合がございます。あらかじめご了承
ください。

2016年2月1日（月）
当日消印有効

締め切り

応募要領
左下の＜裏面用用紙＞に必要事
項をお書きのうえ点線で切り取り、
ハガキに貼ってお送りください。宛
先は左下の＜宛先用用紙＞を切り
取ってご利用ください。コピーして
も、直接ハガキに書いていただい
ても結構です。

※こちらの賞品は、販売収益の
　一部が（公財）日本自然保護協会に
　寄付されています。

アンケート de プレゼントアンケート de プレゼント
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆アンケートにご協力ください☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

寒い冬に極上のお鍋を囲む特別なひととき。
今号は創業120余年の老舗「登起波牛肉店」より、

「米沢牛 特選ロースすき焼き800g」を特製タレ付きでプレゼント!  日本が誇るブラ
ンド米沢牛は、豊かな自然の中で育てられたきめ細やかな霜降りでグルメを魅了する
深い味わいです。
※当選通知と合わせて発送日をお知らせします。※生のお肉のため届きましたら、消費期限（発送から５日）
にかかわらずなるべく早くお召し上がりください。クール便でのお届けとなります。

写真はイメージです

サニ賞
ご希望の方に抽選でプレゼント！

（左の賞品当選者は対象外）

ナチュラルベージュのトートバッグにトト
ロの森の葉をデザイン。軽くて持ちやす
さ抜群！
綿100%、約40×33㎝、
マチなし、持ち手48㎝

トトロの森バッグ  15名様

 「クレ ベリン G（スティックタイプ）」

※地域によって応募条件、期間が異なります。詳しくはお客さま係におたずねください。

※一部取り扱いのない地域もございます。
　詳しくはお客さま係におたずねください。

※閉鎖空間で二酸化塩素による特定の「浮遊ウイルス・
　浮遊菌」の除去を確認（大幸薬品調べ）。
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
※有効期間は使用条件により異なります。

INFORMATIONサニクリーン インフォメーション

年末販売商品キャンペーン
実施中！

今回の「　　　　　　   」（P2）でご紹介した
「油汚れ落とし  強力ジェル」
「家中お手軽泡スプレー」などの

販売商品をキャンペーン期間中に
一定金額以上お買い上げ
いただいたお客さまの中から先着で

「冷蔵庫にピタッと！  アニマルフード
クリップ」を
全国7,000名の方に

二酸化塩素分子の拡散により、気になる
ウイルス・菌・ニオイの除去が期待できます。
小さなお子さまや受験生、ご高齢の方が
いらっしゃるご家庭に特におすすめです！

これからの季節
室内のウイルス・菌・ニオイ対策に

プレゼント！

レンタル
商品

みんな見てね！

開催

第10回

初日は「八幡湿原」の散策、「里山の管理」として木の切り
出し体験、星の観察や虫の鳴き声の聞き分けなどのプロ
グラムを通し、自然を体験しました。
2日目は、滝山川にて実際に川の中へ入り、水辺の生き物
の観察や採取した生き物の解説を聞きました。なかなか
経験できない自然体験を親子でしていただきました。
ツアーレポートは http://saniel.jp/ でご覧いただけます。

8月 8日（土）・9日（日）に日本自然保護協会、芸北 高原
の自然館、NPO西中国山地自然史研究会の協力のもと、
広島県北広島町において「第 10回サニエルおやこネイ
チャーツアー」が開催されました。

サニエルとあそぼ

登
と

起
き

波
わ

牛肉店

6名様にプレゼント！

「サニスマイル」では、よりよい誌面づくりのため、読者の皆様にアンケートのご協力をお願いしています。
ご意見やご感想をぜひお聞かせください。お礼の気持ちを込めて、抽選で下記の賞品をプレゼント！

「米沢牛 特選ロースすき焼き
    　　800g」（タレ付き）を

Q1. 今号の「サニスマイル」で興味をもった記事は？（○はいくつでも）

Q3. “お掃除の悩み”があればご記入ください。

Q2. 一番興味をもった記事の番号とその理由をお答えください。

理由

〒108-8350
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル

（株）サニクリーン
 「サニスマイル」アンケートdeプレゼント係

番号

① 冬に飲みたい“紅茶”のレシピ
② サニクリーン商品を徹底検証  使ってみたら“イイ”発見 ！
③ お宅訪問「私も使ってます！」　④ 全国各地のサニフレンドさんに「直撃インタビュー！」
⑤ おそうじマイスターがアドバイス クイズで学ぶおそうじ術
⑥ イキイキ女性のための健康レシピ　⑦ 誠澄坊が語る 日常を充実させるためのヒント
⑧ サニクリーン インフォメーション　⑨ アンケートdeプレゼント
⑩ 新CM完成！　⑪ サニエルおやこネイチャーツアー　⑫ 特になし

ご住所

「米沢牛 特選ロース
 すき焼き 800g」を希望する 「サニ賞」を希望する

都 道
府 県

市 区
郡

お名前

電話番号

性別 年齢①男性  ②女性

YESYES
NONO「YES」か「NO」のどちらかを

○で囲んでください
「YES」か「NO」のどちらかを
○で囲んでください

約4〜6人前

サニクリーンの企業イメージ CM が完成しました。
“おそうじのプロ”である『おそうじマイスター』
についてフォーカスした内容になっております。『お
そうじマイスター』たちが元気に歌っているメロディ
は思わず口ずさんでしまうかも。ぜひご覧ください。

http://www.sanikleen.co.jp/cm/

サニクリーンの新CM完成！

こちらからでもご覧いただけます。こちらからでもご覧いただけます。


