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打ち上げ花火打ち上げ花火
知れば
もっと楽しめる！

「ヒューッ」という音の正体は？
花火が打ち上がるときの

音

笛➡

夏の風物詩、花火大会。打ち上げ花火のまん
丸の形は日本独自のもので、多くの人が街の
どこから見ても楽しめるように工夫されたも
のだとか。進化し続け、世界中から美しさが
称賛される打ち上げ花火。少し詳しくなるだ
けでぐっと楽しめる！

菊《割物》
星が尾（光跡）を引きながら放
射状に飛び散り、丸い菊型の
花を描きます。芯が二重、三重
と増すほど技術が高度に。

牡丹《割物》
菊同様に丸く開きますが、尾は
引かず光の点で大輪の牡丹
の花を咲かせます。同じ星が
型物（下）に多く使われます。

冠（かむろ）《割物》
星が長い時間燃えるのが特
徴。最初菊のように丸く広がっ
た後、光が降り注ぐように地面
近くまで流れ落ちます。

蜂《ポカ物》
火薬を詰めた多数のパイプ星
がヒューという音を出して回転
しながら、蜂のようにあちこち
に飛び回ります。

型物《割物》
光の点や線で、ハートや笑顔、
蝶などの形を表現。特定の方
向へ向くように玉に矢羽をつ
けるといった工夫も。

スターマイン《仕掛け花火》
数十から数百発の花火を組
み合わせ、連続して一気に打ち
上げ、一つのテーマを描き出す
仕掛け花火の一種。

夜空に響き渡る「ヒューッ」という音。これは風を切る音ではな
く、花火玉につけられた「笛」の音、つまり効果音です。打ち
上げ途中に尾を引くなど付加物を「曲

きょくどう

導」といい、笛もその
一つ。笛に仕込まれた火薬に点火すると音が出る仕組み。
大きな花火や連続打ち上げへの期待感を高めてくれます。

花火の値段は大きさで決まり、3号玉で約5,000円、5号玉で約1万
5,000円と意外に庶民的。しかし7号玉で約3万円、尺玉（10号玉）で
は約10万円と一気にアップ。開花すると高さ740ｍに達する2尺玉と
なると約80万円！これに打ち上げのための設備や人件費などを入れる
と1万発の規模で1億円ほどの費用がかかるとか。

花火の中心が到達する高さは、直径約
30㎝の尺玉で東京タワー（333m）に迫る
330m。直径約90㎝の三尺玉では東京スカ
イツリー（634ｍ）に迫る600ｍまで到達。三
尺玉が開花したときの大きさは半径275ｍな
ので最高到達高度は約875ｍにもなります。

「玉
ぎょくめい

名」（花火の種類、尾の変化、曲導などの内容
を記したもの）に合うか、形の美しさや鮮明度はも
ちろん、星の配列や消えるタイミングも評価。多重芯や優れた曲導は
高得点。スターマインでは発射のリズムと間、曲の印象との合致、打ち
上げのタイミングもチェック。

打ち上げ花火は花火玉の構造によって「割
わりもの

物」と「ポカ物」
に大きく分けられます。「割物」は一般的な花火で、玉全体
が破裂して星（火薬玉）を球形に飛び散らせる花火。「ポカ
物」は玉が上空でポカッと二つに割れ、中に入っている星
や細工を放出する花火。このほか仕掛け花火もあります。
今回は代表的なものをいくつかご紹介します。

花火の種類花火の種類知っていたら
通？

東京スカイツリー

尺玉
（10号玉）

三尺玉
（30号玉）

900m

600m

300m

東京タワー

花火コンテストは
何を審査する？

三尺玉は
スカイツリー超え！大きさ

夏の夜の夢。
花火の値段はハウマッチ？費 用

花火玉



火を使わずにできる時短メニュー
鶏胸肉のポン酢煮

� なすは乱切り、パプリカは2～3㎝の角切り、
にんにくは薄切りにする。

� フライパンにオリーブ油とにんにくを入れ
て熱し、なすを入れてしんなりするまで炒め、
さらにパプリカを加えて炒める。

� 全体に火が通ったら、よく混ぜたＡを加え
て軽く炒め、塩・こしょうで味を調える。

作り方

夏の食卓を彩る
カラフルな冷菜

なすとパプリカの甘酢炒め

野菜を十分に炒めて水分を飛ばすことで味がしっかりつき
日持ちもよくなる。 保存の目安	冷蔵：3～4日

まとめてラクラク！ つくりおきレシピ
まとめて下ごしらえしたり加熱調理しておくことで節約・時短になる晩ご飯やお弁当のおかずを紹介します。

※記載した冷蔵・冷凍の保存期間は目安です。傷み具合などは食べる前にご確認ください。

作り方
材料（4人分）

保存の目安
冷蔵：3～4日
冷凍：2週間

なす 2本
パプリカ（赤・黄） 各1/2個
にんにく 1/2片
オリーブ油 大さじ3
塩・こしょう 各適量
Ａ：	酢 大さじ1、砂糖 小さじ

2、醤油 大さじ1/2

材料（4人分）

甘酢のサッパリ感が
夏にぴったり

鶏胸肉 1枚（約300ｇ）
にんじん 1/3本
青ねぎ（盛りつけ用） 適量
Ａ：	ポン酢 大さじ3、みりん  

大さじ2、めんつゆ・酒 
各大さじ1

仕上がり
ジューシー

。

冷めてもお
いしい！

� 鶏胸肉は2㎝程度の厚さに切り、にんじん
は短冊切りにする。

� Ａの材料を耐熱容器で混ぜ、1を入れて
ラップをかけ電子レンジで3分加熱したら、
取り出して中身を軽く混ぜ、さらに2分加
熱する。

� 余熱で中まで火が通ったら器に盛りつけ、
  小口切りにした青ねぎを飾る。

余熱で火を通
すと鶏胸肉がパサつ
　かず、時間ととも
　 に 味がしみ込む。
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Point 2

Point 1

Point 1

Point 2

※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。

ダブルろ過方式で安心、
おいしいお水を提供

シャワーの
肌当たりがソフト

残留塩素を除去し
髪へのダメージを軽減

Point 1 Point 1 Point 2

２つのろ過方式で残留塩素や鉄サビ、水あか、一般
細菌などを除去し、ミネラル分はそのままキープ！

シャワーヘッドの穴の数や
配置が工夫され、勢いがあ
りながらきめ細かい水流は、
肌当たりがやさしくて柔ら
か。水ハネが少なく、従来型
と比較して約45％の節水
効果もあり。

残留塩素を除去する
カートリッジを採用。
髪へのダメージを軽
減します。日 本アト
ピー協会の推薦商品
であり、肌にもやさし
い。

ダブルろ過方式
粒状“天然ヤシガラ”
活性炭

優れた除塩素能力
❶

多層構造中空糸
フィルター

ミクロの汚れも逃さない
❷

basupo basupoC-LIFE

水流は用途に合わせ
3段階に切り替え可

Point 2

水流は３段階に切り替
え可能。原水シャワー
は、水ハネが少ないの
で食器洗いにおすすめ。
浄水器を使わないとき
と比較して、約30％の
節水効果もあり。

C-LIFE

浄水

原水ストレート

原水シャワー T1406600A

「サニアクア C-LIFE」／「basupo」

浄水シャワーヘッド

浄水シャワーヘッド「basupo」／ 蛇口直結型浄水器「サニアクア C-LIFE」

蛇口直結型浄水器
 浄水シャワーヘッド

「basupo」／「サニアクア C-LIFE」
浄水シャワーヘッド  蛇口直結型浄水器

サニクリーン商品を使うのは初めて！ という、イラストレーター
“川ばたりえ”が、実際に商品を使った感想を得意のイラストで

レポートするコーナー。日常のひらめきや発見をオモシロ
おかしくWEB絵日記に発表する彼女のリアルなレポートに期待！

　りえのアトリエ日記  http://ameblo.jp/shabadabatako/

川ばたりえ

サニクリーン商品を使うのは初めて！ という、イラストレーター
“川ばたりえ”が、実際に商品を使った感想を得意のイラストで

レポートするコーナー。日常のひらめきや発見をオモシロ
おかしくWEB絵日記に発表する彼女のリアルなレポートに期待！

　りえのアトリエ日記  http://ameblo.jp/shabadabatako/
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2018年6月1日～8月31日の運勢

蟹　座 6/22〜 7/22

天秤座 9/23 〜 10/23

山羊座 12/22 〜 1/20

獅子座 7/23〜 8/23

蠍　座 10/24 〜 11/22

水瓶座 1/21〜 2/18

双子座 5/21〜 6/21

乙女座 8/24〜 9/22

射　座 11/23〜 12/21

魚　座 2/19 〜 3/20

慧
え

明
みょう

占星術
福岡県北九州市
０９0-９602-4790

蟹　座 6/22〜7/22

天秤座 9/23〜10/23

山羊座 12/22〜1/19

獅子座 7/23〜8/22

蠍　座

水瓶座 1/20〜2/18

双子座 5/21〜6/21

乙女座 8/23〜9/22

射手座 11/23〜12/21

魚　座 2/19〜3/20

牡牛座 4/20〜5/20牡羊座 3/21〜4/19

10/24〜11/22

6月  物より知識欲に投資を。
7月  低迷中。プラス発想で対応を。
8月  新しい出会い有。精力的行動を。
総合  新しい発見が大事。まずはやっ

てみることから始めましょう。

6月  展覧会や観劇に癒し効果有。
7月  恋も趣味もケジメのつけどき。
8月  今のポジションに力を注いで。
総合  心残りや棚上げ事項を片づけ

て。よい風が吹いてきます。

6月  新しい扉を開くチャンス月。
7月  仕事運絶好調。時は金なり。
8月  幸運。社交性フルに発揮して。
総合  明るい未来を信じることが幸

運を引き寄せるコツです。

6月  小動物や植物に癒し効果有。
7月  協力、共同作業に実り多し。
8月  盛り上げ役より聞き役に。
総合  誰かの役に立つことを実践し

て。奉仕精神が幸運の鍵に。

6月  人の役にたつことが開運を呼ぶ。
7月  ノリの合わない人とは距離を。
8月  幸運。新しいことを始める好機。
総合  ボランティア活動で、“目から

ウロコが落ちる！”体験有。

6月  充電期。心と体に栄養補給を。
7月  好調期。目標は高くして大丈夫。
8月  金銭＆恋愛トラブルに注意。
総合  周辺が乱雑だと頭も混乱しま

す。断捨離をしてサッパリと。

6月  運気上昇。好きなことに挑戦を。
7月  人に寛大に。ヘルプする側で。
8月  共同作業から幸運の扉が…。
総合  生活に彩りを。何かに夢中に

なるひたむきさが幸運を。

6月  ピンチがチャンスに変わる！
7月  収支を見直し将来に備えを。
8月  新しい人、場所、物に福が有。
総合  経済の仕組みを勉強すると吉。

貯蓄意欲が増してきます。

6月  仕事運強力。上昇志向で。
7月  人のためとはいっても加減を。
8月  身辺整理をして、今後の準備を。
総合  忙しい社会生活です。遅刻せ

ず約束厳守を心がけて。

6月 人脈拡大の好機。広く浅く。
7月  得意分野が増やせます。
8月  未来の自分に投資する好機。
総合  幸運は人が運んで来るとも…。

相手のことを先に配慮して。

6月  自分に厳しく。初心に戻って。
7月  コンプレックスに挑戦を。
8月  努力期。ラクより苦を選んで。
総合  敵は誰でもなく自分のなかに

います。常に襟を正して。

6月  早寝早起きで運気回復。
7月  見て、聞いて、体験するのが吉。
8月  掃除や片づけで心も浄化。
総合  現状にひと工夫して、マンネリ

打破を。人の忠言を尊重。

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します！

『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。
そのなか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。    
※「おそうじマイスター」と「おそうじマイスターの星形

マーク」は、サニクリーンの登録商標です。

『おそうじマイスター』
営業サポート本部
おそうじマイスター推進室

Q1トイレの二オイの原因となるガンコな
尿汚れを落とすのに適した洗剤は？

A アルカリ性洗剤

B 酸性洗剤

C 中性洗剤

Q2 下駄箱内のイヤなニオイを
軽減するのに効果的なのは？

Q3 浴室の排水口からのイヤなニオイを
防ぐ方法で間違っているものは？

吉
よし

田
だ

 大
だい

毅
 き

 

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！

A 帰宅後、履いていた靴を
すぐに下駄箱にしまう

B 下駄箱の扉は常に閉めておき、
開閉時間や回数も最小限にする

C 湿気取りのため、下駄箱の
棚板に新聞紙を敷いておく

A 排水口のカバーや封水筒は
取りはずしてしっかり洗う

B トラップに水が溜まるとニオイの
原因になるのでできるだけ取り除く

C 掃除の仕上げに排水口まわりに
塩素系漂白剤をかけ除菌する

排水管からのニオイにも要注意

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

 この仕事のおもしろいところは？
お客さまと楽しく交流ができたり、ときに世間話を超え
て人生の勉強になる話をうかがえたり、不在のお客さ
まとのメモでのやりとりにホッコリしたりと、人のあたた
かさに直に触れることができるのがこの仕事のおもし
ろいところです。私を信頼して商品を買ってくださった
り、継続して使ってくださる方のために、これからもが
んばります！

 仕事には慣れましたか？
サニフレンドを始めて１年になり、ようやく余裕が出て
きました。元々、私自身がサニクリーンユーザーなので、
商品のことはある程度知っているつもりでしたが、実際
にお仕事をするのとユーザーの立場とでは全然違うの
で、お届け商品をまとめるだけでも最初は大変でした。
今では仕事にも慣れてきて、マイペースに働けるように
なって楽しいです。

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！

サニクリーン中国 広島東支店
サニフレンド歴1年

山
や ま お か

岡 昭
あ き え

栄 さん

下駄箱のイヤなニオイの原因は、靴に吸収した
汗や雨水などの湿気で増殖した細菌です。細菌
の繁殖を抑えるため使用後の靴はすぐに下駄
箱には入れず、よく乾燥させてからしまいましょ
う。下駄箱の扉はこまめに開けて扇風機などで
風を送り、空気の入れかえを。棚板に新聞紙や
専用シートを敷くと汚れ防止になるうえに湿気も取れます。新聞紙は
湿ってきたら、適度に取り替えましょう。

浴室の排水口の石鹸カスや髪の毛を放置すると
ヌメリが発生し、ニオイの原因に。目皿の汚れを歯
ブラシなどで取り除いたら、排水口のカバーや封
水筒を取りはずし、浴室用洗剤をつけたスポンジ
や歯ブラシでこすり洗いします。トラップには水が溜まっていないと排水
管からニオイが上がってくるので、水が溜まっていることを確認しましょ
う。最後に塩素系漂白剤をスプレーすると、ヌメリやニオイを防ぎます。
スプレーをした後は、漂白剤を水で流しましょう。

トイレのニオイの原因となるガンコな尿汚れ。
特に便器のフチ裏につきやすく、手鏡を使って
確認すると汚れがよく分かります。こびりつい
た尿汚れを落とすには、トイレ用の酸性洗剤
が効果的。汚れ部分に洗剤をかけて、トイレット
ペーパーで覆います。時間を置くと汚れがやわ
らかくなり落としやすくなります。仕上げに、トイ
レブラシでこすり洗いを。

見落としがちな場所の汚れがニオイの原因に

Bよって・・・答えは

Cよって・・・答えは

Bよって・・・答えは
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尿汚れ

靴の中の細菌を増やさない工夫を

トラップ

バスタブ



SS26-SSS34-SSS26-SSS42-S

お問い合わせは下記まで

※本誌掲載の商品のなかには、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   2018 Vol.42
2018年6月1日発行
発行／（株）サニクリーン　発行部数／22万5千部

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）

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。

Q3. “お掃除の悩み”があれば、ご記入ください。

① 知ればもっと楽しめる！ 打ち上げ花火
② 川ばたりえのイラストレポート
③ まとめてラクラク！ つくりおきレシピ
④ クイズで学ぶ新おそうじ術
⑤ サニフレンドさんに「直撃インタビュー！」
⑥ 煌めく星座 夏占い
⑦ サニクリーン インフォメーション
⑧ 保志吏衣子のラッキーを引き寄せるカラー学
⑨ アンケートdeプレゼント　⑩ 特になし

理由番号

〒108-8350　東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル

株式会社サニクリーン
「サニスマイル」 アンケートdeプレゼント42号係

 『霧島高原ロイヤルポーク「黒豚特
選しゃぶしゃぶセット」』を希望する

『サニ賞』を
希望する YES

NO「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

お名前

ご住所 都 道
府 県

市 区
郡 　

電話番号 　　　　　　ー　　　　　　ー

性別 ①男性   ②女性 年齢
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YES NO

サニクリーン インフォメーション

「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！

アンケートにご協力ください

※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。2018年8月1日（水） 当日消印有効締め切り

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）

使い道いろいろ、かわ
いいふせんセット。トト
ロのシルエットに切り
抜かれています。

●セット内容：黒豚ロースしゃぶ（200g×2）、黒豚バラしゃぶ（200g×2）、黒
豚肩ロースしゃぶ（200g）、黒豚ひとくちぎょうざ（16個）、黒豚荒挽きウィンナー
（250g）、しゃぶたれ:ポン酢（40㎖×4袋）、胡麻風味（40㎖×4袋）

●4種類各10枚／台紙サイズ：約11×11㎝

左の〈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。

応募要領

※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。

「薩摩の黒い宝石」と呼ばれる
鹿児島黒豚のしゃぶしゃぶセット
をプレゼント。ボリュームたっぷり
の約５人前です。

※写真はイメージです
25名様

トトロのふせん

サニエルQUOカード 
1,000円分

10名様

疲労回復、行動力促進
【トマト、赤パプリカなど】

赤

気分をアップ、胃腸の消化を助ける
【黄パプリカ、とうもろこしなど】

黄

鎮静作用、直感力をアップ【紫玉ねぎ、なすなど】紫

食欲増進、エネルギーチャージ
【にんじん、カボチャなど】

オレンジ

癒し、リフレッシュ
【オクラ、モロヘイヤなど】

緑

今回紹介した色のまとめ

約10年前にオーラソーマ（カラーボトルで心
情を読み取る）に出会い、色のもつ力に注
目し、勉強を始める。2008年に会社を退職
し、渋谷にカウンセリングルームのあるカフェ
「スプリングノート」をOPEN。テレビ朝日をは
じめテレビ、ラジオ出演の他、企業や学校など
での色彩心理のセミナー講師としても活動中。
http://www.spring-note.com

保志 吏衣子／カラー・自己実現型心理学カウンセラー・講師

色のもつ力を知って、毎日の洋服・小物選びをすることで、
暮らしのなかにラッキーを呼び寄せましょう。

霧島高原ロイヤルポーク
「黒豚特撰しゃぶしゃぶセット」

　トマト、なす、オクラにパプリカなど、夏の太陽の光を
しっかり浴びて育った野菜はみずみずしく、ビタミンやミ
ネラルが豊富。水分を摂取できたり、身体の火照りを鎮
めたりと、暑い季節にありがたい成分がたくさん含まれ
ています。それに加えて色のもつチカラを意識して摂れ
ば、より強力なものになります。ここはひとつ、野菜の色
からも元気をもらって夏を力強く乗り切りましょう。
　まず、トマトや赤パプリカなどの【赤】は、人を元気にし、
行動力を促進するといわれています。アクティブになりた
いときは、赤い野菜を積極的にとりましょう。にんじんや
カボチャなどの【オレンジ】は「ビタミンカラー」と呼ばれ、
人を元気にするパワーがあります。食欲増進カラーでも
あるので、しっかり食べて体力をキープしましょう。黄パプ
リカやとうもろこしの【黄】も「ビタミンカラー」の一つで、
前向きな気持ちにさせてくれる色。また、胃腸の消化を

助けてくれる効果もあるといわれています。オクラ、モロ
ヘイヤなどの【緑】は癒しの色です。疲労したカラダに安
らぎをもたらしてくれます。精神的に疲れたときにもおす
すめです。紫玉ねぎやなすなどの【紫】には鎮静作用が
あり、冷静さが必要なときに摂るとよいでしょう。直感力
を高める効果もあるので、企画書をつくる前などに摂る
ことで、面白いアイデアが浮かぶかもしれませんね。

カラフルな夏野菜。色を楽しみながら食べて元気に。
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※一部キャンペーンを行っていない地域があります。
※一部の地域で取り扱いのないサービスや商品もございます。詳しくはお客さま係におたずねください。

今回の「 」（P2）でご紹介した蛇口直結型浄水器「サニアクア C-LIFE」、浄水シャワーヘッド「basupo
（バスポ）」など、便利なレンタル商品がたくさんあります。この機会に “サニクリーンのレンタル” を始めてみませんか？

詳しくは https://www.sanikleen.co.jp/ をご覧ください。

期間 ：2018年6月1日（金）〜7月31日（火）サマーキャンペーン 地域によりキャンペーン期間が異なります

期間中に新規でレンタル商品を
ご成約された方、先着3,000名
様（全国対象）に「台所のスポン
ジ（1個入）」をプレゼントします。 
※色は選べません。

プレゼント！

サニエル十番勝負は、未来応援プロジェクト「サニエール」のコンテンツで
す。サニエールプロジェクトでは、社会や子供たちのために、多くの皆さまか
ら活動へのご理解や共感を得られるようにがんばっている社
会貢献団体をサニエルが取材し、その想いを「サニエールサイ
ト」でお伝えしていきます。

サニエル十番勝負>> https://saniel.jp/vs/

サニクリーンの公式キャラクター「サニエル」がご当地キャラとの対
決を通じて、地域の様々な魅力を伝える「サニエル十番勝負」を公
開中です。今回サニエルが訪れたのは、宮城県大崎市。対戦相手は、
ふつふつ共和国の広報大臣をつとめるご当地キャラ「パタ崎さん」
です。まだ十番勝負で一度も勝ったことがないサニエル。今回は勝
てるのでしょうか？ ぜひご覧ください。

サニエル十番勝負、その参公開！

蛇口直結型浄水器「サニアクア C-LIFE」 浄水シャワーヘッド「basupo」




