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今回商品を試す人

東京都港区在住の 庵野まみさん
床掃除には市販の紙モップと掃除機を利用。掃除
しても掃除しても、すぐに黒いチリやホコリが現れるの
で、他に良い床掃除の方法がないかと悩み中。

今回アドバイスする人

サニクリーン販売促進部 佐藤雅子
何ごとも明るく、前向きに取り組むことを心がけてい
る若手社員。お客様の掃除の悩みを少しでも解決
できるように、楽しく、丁寧な商品紹介を行っている。

床用モップのかしこい使い方
バネのような弾力機構を備えた新感覚のダストコン
トロールモップ。ジョイント部分は180°ターン可動
でどんな姿勢でも使えるうえ、太いハンドルで握りや
すさも◎。少しの力で隅々まで掃除できます。

今回試した商品

ネオ
シャルティ

ネオシャルティは、ハンドル
の付け根がバネのように弾
むので、力を入れずに拭け
ますよ！

ハンドルが従来品より太く
なり、握りやすさアップ。さ
らに軽量化されて使いや
すくなりました！

ジョイント部分が左右180° 
ターンするので、さまざまな
姿勢で使えて、お掃除ラク
ラク！

180°

お掃除のチャンスは
朝一番と帰宅後！

空気中に舞っているホコリは、人の動
きがなくなる夜間の就寝中や外出中
に床へ降りてきます。つまり朝一番と
帰宅後は効率良くホコリを取れるベス
トタイムなのです。

掃除機の前に
モップがけを！

掃除機の排気は、床へ降りてきたホコ
リを再び舞い上げてしまいます。まずは
モップをかけてから、
掃除機で仕上げる
と効果的です！
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Ｓ字を描くように
奥から手前へ
モップがけは、部屋の奥から手前に向
かって、ゆっくりＳ字を描くように行いま
す。そうしてモップの糸にホコリや髪の
毛などを巻き込みながら、ゴミを一箇所
に掃き集めます。

軽く滑らせるように拭く
モップは、床の表面をなでるように軽く
滑らせるだけで、十分ホコリをキャッチ
します。力を入れてゴシゴシこするのは
NG！

※一部、取り扱いのない地域もございます。

お宅訪問 お客様

広島市の高台にある住宅地。
瀬戸内海が一望できるという羨
ましいエリアに、太田様ご一家
のお宅はある。まだ築2年という
お宅のリビングは、ピカピカのフ
ローリングと真っ白な壁で、心地
がよい。この床を、太田様は毎日
手早く掃除する。｢モップに出合

うまで、床掃除は全てぞうきんで拭いていたので
すが、立った状態で掃除をしたほうがラクで、なに
よりも時間短縮になります。モップでホコリやゴミ
を一ヵ所に集めて、掃除機で吸い取ると本当にラ
クなんですよね｣と太田様。小学3年生の侑希ちゃ
んと、1年生の昌秀くんが元気よく遊ぶフローリン
グは、常に清潔に保ってあげないとならない。忙し
い主婦業をこなす上で、モップの存在はとても心
強いのだとか。

｢他にもサニクリーンさんの販売商品を使って
います。換気扇にこびりつい
ていた汚れは、市販の洗剤で
は落ちなかったのですが“油
汚れ落とし”を湿布のように
スプレーして使ったら、簡単
に落ちてすごくビックリしま
した！｣と太田様。いろんな掃
除方法を試されながら、気持
ちよく清潔な空間は保たれ
るのだ。

もうモップなしの床掃除は
考えられません（笑）。

モップで楽しくお手伝
いする昌秀くん。

いつもの太田様のお掃除
スタイルです。

広島県広島市

太
お お

田
た

 美
み ほ こ

穂子 様

太田様ご一家4人が暮らす、眺め
のよい高台のお宅。玄関先にて
侑希ちゃん、昌秀くんと一緒に。

街で人気のサニフレンドさん！

あなたの街の

サニフレンドとして仕事をはじめたとき、不安な気持ちはありま
せんでしたね。わからないことが何かもわからないのだから、やっ
てみないとわからない。そんな心意気でスタートして3年以上経
ちました。お客様とも、少しずつ信頼関係を築けてこれたと思いま
す。ご不在のお客様から、励ましのメモをいただいたりと、とっても
元気をもらっています。お客様の欲しいものをご紹介したいので、
自分が使っていない商品もカタログで勉強して、何かお困りのこと
を聞いた時｢こういうのがありますよ｣と答えられるように頑張って
います。自分のペースで、子育てと両立しながら仕事をさせていた
だけてなおかつ楽しめるので、本当にありがたいと思っています！

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。

サニクリーン九州　田川営業所　フレンド歴　3年1ヵ月

河
か わ づ

津 美
み か

香 さん

お客様から学ばせていただき、元気も
いただける。それがサニフレンドの仕事です。



※商品は税込価格です。

ステキな女性のための　  心 と カ ラ ダ の 処 方 箋

（株）ヨシカワ
栗原はるみ始め、選りすぐりのキッチン用品を展開。クォリティーの高い
ステンレス調理器具などを広く扱っている。問）クックパルWEBショップ 
http://www.rakuten.co.jp/cookpal/ ℡.03-3625-3524

アーネスト（株）
かわいくて機能的な日用便利グッズや雑貨、アイデア商品などを扱い、新
たなライフスタイルを提案している。
問）http://www.ar-nest.co.jp/　℡.0256-41-1010

zakka 東京倉庫 / 探 tinn
食器、文房具、アンティーク、手づくりのものなど、愛おしいものがたくさん詰
まっている。ギャラリーも展開し、アートな活動も行っている。
問）http://www.rakuten.ne.jp/gold/tinn-annex/ ℡.0422-29-8444
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おサイフに優しくて、楽しいスピード・クッキング☆Save money, Save time
料理というより、遊んでるカンジが嬉しい

雰囲気がよいと、食事もオイシイ

食パン2枚の間に具を挟み、パンDE
パックにセット。フタをしてぎゅーっと押
せば、キレイなサンドができちゃう。お弁
当にもいいですね。
パンDEパック　￥1,260

あらかじめ味付けした材料を入れて
レンジ（またはレンジオーブン）にか
けるだけで、蒸し料理や煮物が完
成。本格的なのに究極の手抜き
料理にバンザイ。
マンマ・ロザンナ シリコンレンジ調
理器　￥9,800

自宅で温泉たまごがつくれるな
んて嬉しい！　それも熱湯を注
ぐだけで、温泉たまごが一気に
5つもつくれちゃう。
温泉たまご器 たま5ちゃん　
￥1,029

絵柄が美しいのは、17世紀
から続く老舗のポーランドの
食器。使い勝手がよく、電子
レンジ、食洗機、オーブンにも
使用できます。

B

A

B

ポーランドの食器　Ceramika Artystyzna
①Lady Cup 0.25L　￥2,200
②Lady Cup 0.25L　￥2,520
③BOWL 20cm　￥5,565

C

C

C

ツェラミカ・アルティスティチナ

①

② ③

C

手づくり一点もののライト。レトロなコッ
プの中から温かい光が溢れてきます。
やさしいライトで照らされると、食事の
美味しさもアップ！
ファイヤーライト　￥9,200〜
＊一点もののため、同一商品はございませんが、同シ

リーズ一点もののラインアップは他にもございます。

野菜を付属のスライサーでスライ
スして、チップスメーカーにのせるだ
け。レンジでチンすれば油を使わな
いチップスが出来上がり。おやつ
やおつまみにサイコー。
チンしてチップス　￥980

野菜を付属のスライサーでスライ
スして、チップスメーカーにのせるだ
け。レンジでチンすれば油を使わな
いチップスが出来上がり。おやつ
やおつまみにサイコー。
チンしてチップス　￥980

キッチンに置いておくだけで
嬉しくなる、なんとも可愛い調
理用ターナー。シリコン製なの
で、フッ素加工された鍋などに
も使用OK。
シリコンハートターナー　
￥980 B
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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9回 季節の変わり目のこの時期！

散歩後の
ブラッシングで
花粉をシャットアウト
花粉は人間の髪や服だけでなく、犬の毛にもつきます。散歩
の後は玄関などでブラッシングし、毛についた花粉を落とし
てから室内に入りましょう。運動した後は抜け毛が落ちやすく
なっているので、部屋に毛が飛び散るのも防げます。

舞い上がりやすいペットの毛は
まずモップで掃除

カーペットに落ちた
ペットの毛はスポンジで取る
カーペットや布製のソファに落ちたペットの毛は、食器洗い用スポンジ（研
磨剤のついていない柔らかいもの）で一方向になでるように動かすと、長
いものほどスポンジと毛、毛同士が絡まって、取りやすくなります。その後、
残った短い毛などは粘着シートローラーなどを使うと、さらにきれいに。

舞い上がりやすいペットの毛。掃除機を使うと、ソファの下や家具の
裏まで毛が飛んでしまうことも。ペットの毛に気づいたら、すぐにモップ
で掃除を。吸じん剤がキャッチした抜け毛を包み込み、繰り返し使えま
す。換毛期でモップに大量の毛がつくときは、掃除機やブラシでさっと
取って。高い所で遊ぶのが好きな猫がいるお家では、照明や棚などに
毛が落ちていることも多いので、ハンディモップを使うと便利です。

ペット編
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10名様図書カード

トトロのクリアファイル
（2枚組） 25名様

1952 年山梨県甲府市生まれ。作家、
医学博士。脳血流量や血圧変動から見
た自律神経機能の研究など、神経内科
を専門としている。新刊「10歳若返る
健康法」（発行所：三笠書房）好評発売中。

米山 公啓 Kimihiro Yoneyama

いま再び子供の感覚が蘇ってきたら、どんな日常が待っているでしょう？

第九回

アンケートにご協力ください！
「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
記の商品をプレゼント！  アンケートの回答と併せて希望商品名を忘れずにお書きください。

※本誌掲載の商品の中には、現在、一部の地域で取扱っていない商品もありますので、詳しくはお客様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。

お問い合わせは下記まで

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   2010 Vol.09
2010年 3月1日発行
発行／（株）サニクリーン
発行部数／25万部

mini miniブレイク漢字クイズの答え：新学期

「大人の事情」を敢えて忘れてみる
　子供の頃の気持ちを思い出そうとしてもなかなか思い
出せない。そう思う方は多いかもしれませんが、それは当
然のことです。私たちはさまざまな経験を経て成長して
いき、その過程においていろいろなことをあきらめ、振舞
い方や気持ちを抑える術をおぼえていきます。でも一度
そうした「大人の事情」を敢えて忘れてみる日を作ること
も、人生の中で有意義なひとときを味わわせてくれるかも
しれません。子供の頃のように身の回りのあらゆることに
興味を持って手を出して、飽きたら別のことをやり、気に
入ったら日が暮れるまで没頭してみる…。そうすることに
よって、新しい自分を発見できるかもしれません。いつも
と違う視点で行動してみると、違う思考回路ができるので、
新たな発見をしやすくなります。

自分が心から嬉しいと思えることを探す
　損得で決めずに、「面白いか、面白くないか」だけで決
断することも大事なポイントです。人のためになるとか、
体に良いとか悪いとかは一切なしに、単純に心からうれし
いと思うことを考えることで快感神経である脳内物質の
ドーパミン＊もつくり出され、脳も身体もより元気になれ
るはずです。子供心というのは、言いかえれば人間のダ
イレクトな欲望です。感情に直結した気持ちをすぐに行
動にあらわす等、感情と直結した脳内の神経細胞が集まっ
ている扁桃体を刺激し、理性をはずした行動を起こすこ
とも、自分を根底からリセットする良いチャンスになり得
るのです。

「子供の視点で
　　　自分を再発見」

＊ドーパミン　脳内の神経伝達物質。快感、幸福感に関係す
るホルモンの一種。

ニンテンドーDSi LL 丸紅インフォテック
7inch KiraKira デジタルフォトフレーム

脳でひも解く心理学でおなじみ
米山 公啓先生 著
新刊サイン本

キューブエッグ
スマートBENTO

大人気ポータブルゲームプレーヤー「ニンテ
ンドーDSi」の画面サイズが大きく、見やす
くなったバージョン。隣から覗き込んでも見や
すい画面設計だから、家族や友人たちと一緒に
ゲームを楽しめる！

きらきら輝くキュートなデジタルフォトフ
レーム。7インチ液晶画面で、写真や動
画、音楽の再生ができるうえ、ワンタッチ
で時計表示切替も！ 約500枚の写真
データを収容できる内蔵メモリー搭載と
機能も◎。

効果的なウォーキン
グのコツや体に良い
入浴のコツなど、若々
しくいられる生活の
ヒントを満載。これ
を読んで実行すれば、
10歳若返るのも夢
じゃない!?

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。

2010年4月30日（金）消印有効
※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。

3名様 4名様

10名様

5名様

応募要領 締め切り
鞄の中で場所をとらないスリムでお
しゃれな弁当箱。上段300ml・下段
200ml に、箸＆ゴムベルトが付い
て、このコンパクトさ。本体素材には、
抗菌効果のある純銀の糸「ミュー
ファン」配合だから衛生面も安心!

商品の色の選択はお任せください。

A〜Eの四字熟語に含まれる
漢字を組み合わせて、3 文字
の言葉を作ってください。
 ★ には同じ漢字が入ります。

（答えは下にあります）

博
A

② 多 才

★
B

③ ★ 会

外
C

題 ② 問

面
D

目 ★ ①

時
E

③ 尚 早

① ② ③


