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街で人気のサニフレンドさん！
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今回商品を試す人

東京都大田区在住の 関 幸子さん
これまで特に水道水が気になった経験はないそう。
今回初めて浄水器を使うので、どれほど味に違い
が出るのか楽しみにしている。

今回アドバイスする人

サニクリーン営業部 和泉屋明江
明るく元気がモットーの営業担当者。お客様に
よりよい暮らしをご提案しようと、相手の立場に
たったわかりやすい商品説明を心がけている。

浄水器で水をおいしく！
ミネラル成分を損なうことなく残留塩素を除去し、ミ
クロの汚れもキャッチする浄水器。このたび、さらな
る使いやすさを求めてモデルチェンジ！　誰もが快適
に使えるデザインに生まれ変わりました。

今回試した商品

サニアクア
C-LIFE

水道水には水道管や貯水槽の
汚れが、混入していることもあ
るんです！

きちんと掃除されていないマンションの貯水槽
にはカビや不純物が混じっていることも。また
水道管のサビが水道水に入ることもあります。
さらに、夏場は塩素投入量が増えるため、水
の味を損ねることもあるんですよ。

サニクリーンの浄水器なら塩素
も小さなゴミもしっかり除去！

ニオイや有害物質を吸着する「粒状活性炭」
と、ミクロの汚れをキャッチする「多層構造中
空糸フィルター」のダブルろ過方式なので、水
道水がキレイでおいしい水になります。

レンタルだから、いつでも清潔
で安心！ 試しに飲んでみてくだ
さい。

サニクリーンでは、カートリッジを定期的に交換
するので、いつでも高い浄水能力を実感いた
だけます。また、浄水器本体のメンテナンスも
行ううえ、万一故障しても新しいものと無料で
交換できるので安心です！

イヤなニオイをシャットアウトする

粒状活性炭

多孔質で表面積が大きいため、多様な物質を大
量に吸着。脱臭効果にも優れ、カルキ臭のもとと
なる残留塩素やカビ臭などを強力に除去します。

ミクロの汚れも逃さない

多層構造
中空糸フィルター

人工透析など医療分野でも利用さ
れる最先端素材。チューブ状のハ
イテクろ過材は、0.1マイクロメート
ル単位の無数の孔で小さな細菌を
キャッチ。多層構造によりミクロの汚
れも逃さず、天然ミネラル成分は損
ないません。

手前側、奥側どちらにも360度回転
するフリー切り替えレバーを採用。

原水と浄水の切り替え表示をひと目
でわかる水滴マークに。水滴マークを
手前の位置にすると浄水になります。

清潔感ある人気のオールホワイトカラーを採
用。どんなキッチンにも、しっくりなじみます。

狭い場所にも設置できるように、スマート＆コン
パクト性を追求したデザインに。

ライトハンド、レフトハンドのどちら側に
も設置できるので、利き手やキッチンの
つくりに合わせて、取り付けできる。 原水のシャワー穴を小さく、そして数を増やすことで、より肌触りの

良いソフトなシャワーを実現しました。

■誰もが使いやすいユニバーサルデザインに！

■もっと使いやすく、素敵なデザインに！

■使い心地がさらに快適に！

サニアクアC-LIFEのカートリッジは、残留
塩素やミクロの汚れ、雑菌、濁り、赤サビな
どを除去するベーシックタイプと、13の物
質（※）を除去する高除去カートリッジがラ
インアップ。中でも高除去カートリッジは、
人体への影響が心配される物質を取り除
くスグレモノです！

※遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン（クロロホルム、ブロモジ
クロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム）、溶解性鉛、
2-MIB（カビ臭）、CAT（農薬）、テトラクロロエチレン、トリクロロ
エチレン、1,1,1-トリクロロエタン

残留塩素やミクロの汚れ、雑菌、濁り、赤サビなどを取り除く上、家庭
用品質表示法 除去対象物質13項目（※）も除去可能なカートリッジ
です。

使用後のカートリッジには、
こんなに汚れが！
有害なものが含まれることもあるので、
水道水には対策が必要です。

レバーが 360 度回転

水滴マークで
表示切替

オール
ホワイトカラー

コンパクトで
すっきりレフトハンドでも使用できる

ソフトシャワーでやさしい水流に

濁りが
多い場合

鉄サビが
多い場合

お宅訪問 お客様

最初の子供が生まれたときに、掃除を頻繁にしない
といけないと思い、サニクリーンさんにモップのレン
タルを申し込みました。だからサニクリーンさんとは、
もう6～7年のお付き合いですね。市販のモップと比
べると、ホコリもよく取れるし、毎日掃除機をかけなく
てもホコリがたまったところだけササッとかければい
いのでラクですよ。掃除するときの音も静かなので、
助かっています。最初はモップだけでしたが、今はレン
ジフードフィルターのレンタルもお願いしています。
2ヵ月に1度交換するので、換
気扇の中はもちろん、周りも
ついでに掃除するハメになっ
たというか（笑）。頻繁に掃除
をする機会をいただいてます

（笑）。もうサニクリーンさん
の商品は、うちではあるのが
当たり前。使わなくなってしま
うと、掃除もしなくなるのか
なという感じなので、欠かせ
ないです。

サニクリーン商品のレンタルで
細かいところも定期的にお掃除！

静岡県静岡市

武田 純子 様
家の目の前がお茶畑！ という、なんとも
静岡らしいご自宅の武田家。お子様
の莉緒ちゃん、直樹くんと。

2ヵ月に１度、ぬかりなく掃除して
いるだけあって、とてもキレイなレ
ンジフード。さすがです！兄弟で遊びながらもモッ

プでお掃除。エライね！

私は人と話をするのが大好きなので、楽しく仕事をさせていた
だいてます。お客様との交流も深まるにつれ、いろんな場面で感
激することも沢山あるんですよ。お会いできないお客様でも、心
あたたまるメモを残してくださる方がいらして、ずっとその方とは
メモの交換をさせていただいてます。お客様一人一人のことを考
えながら商品もお勧めしているので、それを買っていただいたと
きなんかも嬉しいですね。車に戻って「ヨッシャ！」と声に出していた
り（笑）。私がいま気に入っているのは、クリーンクロス。超極細繊
維で、油汚れも広げず落とせます。洗濯機で洗えるほど丈夫だし、
あらゆる場所で使えるので重宝しています。是非お試しください！

あなたの街の

各ご家庭へ商品をお届けするサニフレンド
さんに仕事の話を聞いてみました。

サニクリーン東京　厚木営業所　フレンド歴　２年７カ月
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人と話をするのが大好きなので

お客様との交流が何よりもの喜びです！



Let’s make travel♪ 〜

ステキな女性のための　  心 と カ ラ ダ の 処 方 箋

Beauty & Fashion 旅先でも、しっかり可愛くオシャレをエンジョイ！

BURTON
アメリカ生まれの世界最大のスノーボードブランド。バッグやアパレルなどの
商品も充実し、スノーボードの楽しさを世界に発信している。
問）03-5738-2555  www.burton.com

女王蜂のミルク、ローヤルゼリーが豊富に
含まれた①、毛穴の汚れまでスッキリ洗い
流せる②、フィルム形状で旅行に持ち運び
ピッタリの③もコエンザイムQ10がしっかり
配合。肌の調子に合わせて、選んで連れて
いきたいソープたち。
①和風石鹸[蜂蜜] ￥2,000
②和風石鹸[炭] ￥2,000
③メッセージ・フィルムソープ ￥840

石鹸香房
自然素材にこだわった高品質な石鹸を、リーズナブルに
工場直販ルートでお届け。安心・安全の製造元で、女性
の美容を応援してくれる強い味方。
問）http://www.visualshop.jp/

UNITED 
BEES

国内産の帆布にこだわり、スタイリッシュなデザイン
で文具・雑貨を展開。輸入雑貨なども扱い、そのオ
シャレなラインアップには定評がある。
問）http://www.united-bees.jp/

旅先は私だけの自由な空間。
好きに過ごしていい時間。

My world!
自然の中、一目ぼれして入ったカフェ、ホテルにて。
時間の流れがいつもと違う空間で読書をする贅沢をどうぞ。
①ナイロンA5ブックカバー ¥1,575
②文庫ブックカバー ¥1,890
　（岡山県倉敷市の倉敷帆布を使用）
③リンクル 多機能ブックカバーM
　¥3,150

違う環境だから書ける詩や、浮んできた
言葉、スケッチ、旅日記……。ノートの色
で、ジャンルを使い分けてもいいかも。
バズフェルト　A5ノート ¥189

UNITED 
BEES

旅に欠かせない実用アイテムは、
オシャレかつ機能的に。

たっぷりモノが詰められて、長期の
海外旅行でもしっかりサポート。さ
りげない凹凸のデザインがgood!
アメリカンツーリスター パッセン
ジャー ￥32,800

機内持込サイズだけど、ぎっしり詰
め込めば想像以上の収納が可
能。ソフトケースで軽量だから、近
場旅行にもラクチン。サムソナイト 
デネボア２　￥26,250

備えあれば憂いなし。急な雨で
も慌てない旅行にするために、
折り畳み傘はひとつ持ち歩きた
い。サムソナイトの傘は、軽量な
がらも風に強い優れもの。
①傘　￥3,675
②傘　￥3,150

パスポートをはじめ、航空券や各種チケット等、
旅の貴重品をひとつにまとめられる便利アイテ
ム。もちろん国内旅行でも活躍しそう。
ナイロン パスポートケース ￥2,520

サムソナイト
1910 年アメリカコロラド州にて創立以来、
旅行者のニーズを最大限に考慮した常に
高機能かつデザイン性の高いトラベルラ
ゲッジをはじめトラベルグッズを提供し続けて
いる。問）0800-12-36910
http://www.samsonite.co.jp

Travel convenience

UNITED 
BEES

お気に入りの化粧品や小物は、かわいいポーチで持ち運び
たい。口が広くて中身が取り出しやすく便利。飽きのこない
デザインだからずっと使える予感！

♩♩

①

③
②
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③

①

②

③

中面

中面

旅に連れて行きたくなるグッズと共に、身軽に気楽にお出かけしよう！

＊メッセージ・フィルムソープは、
メッセージカードを添えることが
できます。

※商品は税込価格です。

①

②

①②スポーツブランドのTシャツは、
安心してストレッチできるのがいい。
1枚で着ても可愛いし、ジャケットをは
おるとカッコいいインナーに。ちょっと
したお出かけにもマル。③旅先のベ
ルトは、かさばらないソフトな素材が
一番。カジュアルなのに着けるとカッ
コいいんです。
①Bixbite T-shirts ¥3,990
②Peak T-shirts ¥3,780
③Webbing Belt ¥2,625

ボーダーポーチ
①M ￥1,890
②S ￥1,680

①
②
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ピーーッ

プ ロ が 教 え る

経験豊富な“お掃除のプロ”、サニクリーン「プロのお掃除サービス」の
専門スタッフが家庭で役立つ掃除のコツをアドバイスします！

技術とノウハウを駆使して隅々までピカピカに
「プロのお掃除サービス」とは？
サニクリーンの専門スタッフが最新技術
とノウハウを駆使して行うハウスクリーニ
ングのサービスです。キッチンからエアコ
ンまで、長年のがんこな汚れを徹底的に
クリーニングし、細部までケアします。 Mr.サニ

第6回 カビ・湿気対策 編

フィルターは水洗いですっきり
汚れたエアコンのフィルターはホコリやカビ胞子をまき散らす元。月に１～２回掃除すると
衛生的で冷房効率もアップします。まず掃除機でごみを吸い取り、歯ブラシなどを使って水
洗いするとすっきり。吹き出し口周囲の掃除も忘れずに。サニクリーンの「万能クリーンフィ
ルター」を使うと、吸気口でハウスダストをキャッチし、消臭までできるのでおすすめ。

冷房を使った後は「送風」に
エアコンで冷房運転をすると、本体内部に湿気がたまります。
たまった湿気はカビのもと。冷房を使った後は、しばらく「送風」に
して内部を乾燥させて。本体の熱交換器が黒くなっていたら、そ
れはカビやホコリの固まり。プロのクリーニングに任せましょう。室内のカビ防止には扇風機を活用

湿気は家の中でも北側、低い所、狭くて空気の
流れがない所にたまりがち。床下収納や靴箱、
押入れ、たんすの裏など、ときどき扇風機で湿気
を追い出して。除湿機との併用も◎。窓を開ける
ときは、風上側は狭く、風下側は広く開けると風
がよく通ります。

食品のカビは
ワサビ・カラシで防ぐ
キッチンまわりはお掃除後に、消毒用アルコールスプレーでまめに除菌して。また練
りワサビが余ったら水に溶かし、冷蔵庫の中を拭いてみましょう。ワサビの辛味成
分には抗菌効果があり、カビを防ぐのに役立ちます。チューブに残ったワサビでも
OK。カラシにも同じ成分が含まれ、カビ防止に使えます。

かびとり剤はティッシュ＆ラップ
風呂場の頑固なカビには強力パックを。タイルの目地などに
かびとり剤を染み込ませたティッシュを張ってラップで覆い、
20分程度放置したら洗い流します。あらかじめカビ部分は水
分を乾燥させておくのがコツ。※塩素系のかびとり剤を使うと
きは酸性洗剤と混ぜないように注意。換気は十分に。
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動物たちのなべしき
20名様

サニエル 図書カード
1,000 円券

10名様

かわいい動物型が人気
の「四万十ひのき」の
なべしき。柄の選択は
おまかせください。
※こちらの商品は、販売収益
の一部が（財）日本自然保護
協会に寄付されています。

nacs j 検 索

★ライトハンド、レフトハンドどちらも使用可能
★ 360 度回転する切り替えレバー


