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　マスカラ
まつ毛の根元部分だけにマス
カラを塗り直す。顔をくっきり
させるため、下まつ毛も塗る。

夏場は汗や皮脂でメイクがすぐ崩れちゃう！
そんなお悩みを解決する、簡単なメイク直しの
方法をご紹介します。

https://www.sanikleen.co.jp/

マスカラ直しは、細くて繊細なブラシ
のものがダマにならず、おすすめ。

MEMO

保湿用バーム（なければ
乳液）を綿棒の先につけ
て手の甲でなじませ、目
の下のパンダ目になって
いる部分に転がすように
して汚れを取る。

保湿用バーム（なければ乳液）
を指先に取り、目元や口元など
乾燥が気になる部分に塗る。

口角下部分にコン
シーラーを使ってハ
イライトを入れる
と、引き締まった口
元に！

MEMO

肌になじみやすいジェ
ルタイプやクリームタイ
プのチークがおすすめ。

MEMO

日差しが気になる外出前は、日焼け止め
の部分的な塗り直しを。目の下から頬、
鼻の周りなど日焼けしやすく化粧崩れし
やすい部分を、乳液を含ませたコットン
で拭き取ります。メイクが残っている部
分との境目をスポンジでなじませたら、
拭き取った部分に新たに日焼け止めか
UV効果のある化粧下地を塗り、ファン
　　　デーションをつけ直します。

日焼け止めは、いつ塗るの？
塗り直しは？

　ファンデーション
目の下の三角ゾーン、
小鼻や額など、顔の中
央に軽くファンデー
ションをつけて明るさ
をプラス。フェイスラ
インは、余りでなじま
せる程度に。

　眉毛
汗で落ちた眉毛のメイク直し
は、基本、眉山から眉尻にかけ
て描き足す。眉頭は残っている
場合が多いので、描き足さない
でOK！

　チーク
微笑んだとき、高くなる頬の
部分に、指の腹でトントンとな
じませるようにチークをぼか
して塗る。

　リップ
リップグロスをつけ、ティッ
シュで一度、軽く押さえる。

涼しい場所に移動し、
カラダを冷やして
汗を抑える。

保冷剤があればタオ
ルに包み、首の後ろ
に当てて冷やすと◎。

MEMO 小さなカットスポンジ
を化粧ポーチに入れ
ておくとGOOD!

MEMO

キレイなスポンジで小鼻や
Tゾーン、口元などベースメ
イクの崩れているところを
なじませる。
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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。

材料（4人分）

ゴーヤ 1/2本
ちくわ 小4本
にんじん 1/4本
醤油 小さじ1
わさび 小さじ1
マヨネーズ 大さじ3

鶏もも肉 2枚
玉ねぎ 1個
パプリカ 1個
サラダ油・パクチー（お好みで）  
  各適量

Ａ：	ナンプラー 小さじ4、オイ
スターソース・醤油 各小さ
じ2、酒・砂糖 各大さじ1、
おろしにんにく 小さじ1

� ゴーヤは縦半分に切り、種とわたを取って薄切
りにする。塩（分量外）でもんだ後、熱湯で約10
秒ゆでたら、冷水に取って水気をしぼる。ちく
わは縦半分に切って斜め切りに、にんじんは千
切りにする。

� 1のゴーヤに醤油をかけて混ぜる。
� 2にちくわとにんじんを加え、よく混ぜたわさ

びとマヨネーズで和える。

ゴーヤは下処理することで苦味も水分も減り保存力がアップ。
保存の目安		冷蔵：2～3日

ビタミンたっぷりの
ゴーヤをサラダ風に

ゴーヤとちくわの
わさびマヨ和え

保存の目安	冷蔵：3～4日	
	 冷凍：3週間

つくり方
� 鶏もも肉は筋と脂を取り除き、厚い部分に切り

込みを入れる。玉ねぎとパプリカは食べやすい
大きさに切る。

� Aの材料をよく混ぜ、鶏もも肉を1時間程度漬け
込む。

� サラダ油を熱したフライパンで2を皮から焼き、
焼き色がついたらもう片面も焼いて中まで火を
通す。玉ねぎとパプリカも加えて蒸し焼きにする。

4 鶏もも肉を食 べやすく
切って玉ねぎとパプリカと
ともに盛りつけ、パクチー
を添える。

ナンプラー
が

香るアジア
ンな

食卓に！

しっかり焼き目をつ
けてまるごと保存。風
味が保てジューシー。

タイの定番鶏料理をフライパンで手軽に

タイ風鶏もも肉のソテー

ゴーヤの程よい苦味とわさびの辛味がオツなアクセント

つくり方

材料（4人分）

※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

Point 1

Point 2

Point 1

Point 2
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※本誌面内容において、正当性を保証するものではありません。
 投資はご自身の判断（自己責任）でお願いいたします。
※投資信託については下記ホームページもご参照ください。
 一般社団法人投資信託協会
　https://www.toushin.or. jp/

投資信託とは、投資の専門家にお金を託して運用して
もらう金融商品です。どのように運用するかは商品ご
とにそれぞれ特徴があります。商品によっては少額で
始めることも可能です。

投資信託って何？

学費や車の買い替えなど、数年後に
使う予定のある資金は使わないよ
うにしましょう。期限を設けず長く
投資をするためです。

「積立投信」と呼ばれるものです。
無理のない金額を設定し、積立貯
金の感覚で購入できます。価格が下
がっているときに多く購入できるの
がメリットです。

投資信託の買い方は？

投資信託は、社会情勢によって価格が変動するので元
本が保証されるものではありません。そして株の運用
のように一攫千金を狙うものでもありません。ただし、
資本主義社会が続く限り、長期的に見ると、資産は少し
ずつでも増えていきます。価格変動に一喜一憂せず、期
限を設けずに長く投資し続けるのに適しています。

投資信託の特徴は？

まずは証券会社に口座をつくります。その場合、証券
会社の窓口に行くか、オンライ
ン証券を利用します。オンライ
ン証券には、コストが安く、少額
から始められるものが多く取り
扱われています。

投資信託の始め方は？

今回の
テーマ  投資信託

人生100年時代と言われる今、豊かな人生を
送るためにも、お金は大切。でも「お金ってな
んだか難しい」と思っていませんか？ このコー
ナーでは“お金”にまつわる情報を、ファイナ
ンシャルプランナーにわかりやすく教えてい
ただきます。お金とつき合う一つのヒントとし
てお役立てください。

証券会社、投資顧問会社などを経
て現職。ファイナンシャルプランナー、
プライベートバンカーとして活動中。
販売側の論理に惑わされないよう、
投資教育の普及に努めている。

今回お話をうかがったファイナンシャルプランナー

永
な が お さ

長 一
か ず ま さ

正 さん
FPアソシエイツ＆
ファイナンシャルサービシズ（株）

どの投資信託を
買えばいいの？

いろいろな種類の商品を少しずつ購
入するのが定石ですが、それが一つ
にまとめられた「バランス型」とされる
商品を選ぶのも一つの方法です。ま
た、「販売手数料」「信託報酬料」な
どのコストもしっかりと確認しましょう。

○○証券

今さら聞けない

の話

ファイナンシャル
プランナーに聞く

あなたのおそうじ力アップのために、おそうじのプロ『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、 
おそうじ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 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！

Q1 お風呂の天井の洗い方で
要領がよいのは？

A 左右半分に分けて洗う

B 中心から外へ放射状に洗う

C 常に天井に水をかけながら
洗う

天井を分割して洗うことで頭や衣
服に水や洗剤がかかるのを防げま
す。柄つきスポンジに洗剤をつけて
から斜め上に向かって天井の面積
の半分をこすります。その後、シャ
ワーで洗剤を洗い流し、水気をし
ぼった柄つきスポンジで水滴を取
り除きます。残り半分も同様の手順
で洗いましょう。

“分割洗い”が濡れないコツ！

Aよって・・・答えは

Q2 エアコンの内部をキレイに保つ
コツとして適当でないものは？

A 1〜２週間に１回フィルターを
掃除する

B 冷房を使用後30分以上
送風運転する

C 長期間使用しないときは
プラグを抜いておく

エアコンのフィルターにたまったホコリや花粉などを放置すると、冷
えにくくなるなどエアコンの機能低下に
もつながるので、定期的なフィルター掃
除は必須。また、冷房運転により、エアコ
ン内に発生する結露はカビの原因にもな
るので、内部を乾燥させるために使用後
に送風運転することを習慣化しましょう。
長期間使用しないときにプラグを抜くの
は“節電”の観点では効果的です。

2つのケアを習慣化しましょう

Cよって・・・答えは

Q3 網戸にたまったホコリを
効率よく落とすコツは？

A 掃除機でホコリを吸ってから
水拭きする

B 水拭きしてから取り切れない
ホコリを掃除機で吸い取る

C 網戸をたたいてホコリを
落としてから水拭きする

網戸にホコリがついたまま水拭きするとホコリが水分を含んでド
ロドロになってしまい、かえって掃除がし
にくくなるので、乾いた状態で掃除機を
使うのが効率的。網戸に新聞紙をテープ
で貼り、反対側から掃除機をかけると吸
引力がアップします。次に網戸の両側か
ら２枚のタオルではさんで水拭きを。網
戸をたたいたり片側から力をかけたり
すると網が伸びてしまうのでNGです。

乾いた汚れは乾いたまま取るのが効率的

Aよって・・・答えは

一度に
購入する

毎月一定の
金額で
少しずつ購入し
続ける
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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   2019 Vol.46
2019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. “おそうじの悩み”があれば、ご記入ください。

① 夏のメイク直し術
② よしこママ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 今さら聞けない“お金”の話
⑥ サニクリーン インフォメーション
⑦ サニフレンドさんに「直撃インタビュー！！」
⑧ 同じ文字入れクイズ
⑨ アンケートdeプレゼント　⑩ 特になし

理由番号

 『うなぎ藤田「江戸蒸蒲焼パック」』
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

YES NO

東京都中央区日本橋二丁目11番2号-20階
〒103-8256 ☎03-3276-7277

〒103-8256 東京都中央区日本橋二丁目11番2号-20階

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46号係

サニクリーン インフォメーション

直撃インタビュー！!直撃インタビュー！!
全国各地のサニフレンドさんに全国各地のサニフレンドさんに

WEBの場合

ハガキの場合

「サニスマイル」では、よりよい誌面づくりのため、読者
の皆さま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

2019年8月1日（木） 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）

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。

左上にある内容をご確認ください。

※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。

応
募
要
領浜松の老舗うなぎ専門店の蒲焼をプレゼント。地

下水で身を締めたうなぎを関東風の手法で蒸し上
げ、秘伝のたれで丁寧に焼き上げました。焼きたて
のおいしさをそのまま瞬間冷凍したものを真空パッ
クにしてお届けします。
●国産うなぎ：110g×4パック／たれ・山椒つき
●賞味期限／冷凍30日

※写真はイメージです

※写真は5パック用です

うなぎ藤田
江戸蒸蒲焼パック

サニクリーンの暮らしの情報発信マガジン
　　サニスマイル 46

サニエル 
QUOカード1,000円分

10名様

今治タオル認証マークつき、レト
リーバー柄のハンドタオルです。
●サイズ：23×23㎝
※色はお選びいただけません。

盲導犬チャリティーグッズ
今治発 ジャガード
ハンドタオル 25名様

お気に入りの
サニクリーン商品は？ 仕事との相性は？

特に気に入っているのは「台所のスポ
ンジ」です。なかなかへたらずに長もち
するところがいいですね。リピートして
くださる方も多いんですよ。「水まわり
クリンシート」も掃除がしづらいとこ
ろにも使えるので重宝しています。自
分がおすすめした商品を選んでいた
だくだけでもうれしいのに、「よかった
よ」という声をかけていただいたとき
は「この仕事をしていて本当によかっ
た！」と感じる瞬間ですね。

この仕事は時間の融通がきくので、始
めたばかりの頃、子どもが小さくて目
が離せなかったときも無理なく働くこ
とができて本当に助かりました。今も
マイペースで働かせていただいている
ことに感謝の日々です。年月とともに
商品に対する愛情も深まり、懇意にし
ていただいているお客さまも増えてい
るので、やりがいが強くなっていってい
ます。これからもお客さまのお役に立つ
この仕事を続けていきたいと思います。

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
柳井営業所

サニフレンド歴
15年3ヵ月

 桂
かつら

 由
ゆ み

美 さん

今号より「アンケートdeプレゼント」の応募が、ハガキだけではなく、専用WEBサイトからも
できるようになりました。右記URLにアクセスいただき、画面に従って入力してください。
どちらから応募いただいてもけっこうですので、ぜひ皆さまの声をお聞かせください！

10

空欄（□）に同じ平仮名1文字を
入れて言葉を完成させてください。

（答えは下にあります）

そこ
に入る

の何の文字

と□しま□
ヒント：悪いことをしてはいけません。

1

□うは□
ヒント：何もありません。

2

□か□おり
ヒント：関係を修復。

3

□ょ□ん□ゃ
ヒント：誰だってここから。

4

「アンケートdeプレゼント」の応募が「アンケートdeプレゼント」の応募が
専用のWEBサイトからもできるようになりました！

※写真左

https://bit.ly/2Ewx7XO 

※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。

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

サマーキャンペーン 期間 ：2019年6月3日（月）〜7月31日（水）
地域によりキャンペーン期間が異なります サニクリーンの公式キャラクター「サニエル」が、ご当地キャラクター

との勝負を通じて地域のさまざまな魅力を全国に伝える「サニエル
十番勝負」、第4弾が公開されました！
今回は、火の国熊本県を訪れました。対戦相手は阿蘇山のお膝
元、阿蘇市のイメージキャラクター「あか牛くん」です。
これまで過去3戦全敗しているサニエルですが、はたして今回こそ
勝つことができるのでしょうか…ぜひご覧ください！
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、社会や子どもたちのために、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。

QRコードからもアクセスできます➡

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？

期間中に新規でレンタル商品を
ご成約された方、先着3,600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！

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」

サニエル十番勝負>> https://saniel.jp/vs/

答え： 　とりしまり     くうはく     なかなおり      しょしんしゃ 1234




