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サニクリーンの暮らしの情報発信マガジン

47サニスマイル

イラストレーション／オオウラシオリ



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。

� 鶏もも肉は一口大、にんにく、玉ねぎ、にんじ
ん、セロリは粗みじんに切る。

� 鍋にオリーブ油とにんにくを入れて加熱し、
鶏もも肉を入れて表面に焼き目をつけたら、
1の野菜を加えて炒める。

� Aと水1カップ（分量外）を加えて約15分煮込
み、皿に盛りつけて、刻んだパセリを散らす。

トマトの酸味で鶏肉が柔らか。じっ
くり煮込めば酸味もまろやかに。

生食も可能なス
パムはカリッと炒
めることでおいし
さアップ。
保存期間の目安 
冷蔵：3～4日

缶詰を使うから
煮込み料理もカンタン

鶏肉と豆のミネストローネ風煮込み
つくり方

� スパムは棒状、玉ねぎはくし形に切る。じゃがいもは
1.5㎝幅に切り、ブロッコリーは小房に分けて、それぞ
れゆで、水気を切る。

� サラダ油を熱したフライパンでスパムと玉ねぎを炒めて
玉ねぎがしんなりしたら、じゃがいもとブロッコリーを加
えて炒め、粒マスタードとハーブソルトで味つけする。

ジューシーな

スパムとホクホクの

じゃがいもが

ベストマッチ！

備蓄食品をメインに野菜の彩りを添えて

スパムのジャーマンポテト

スープに鶏肉の

旨味、豆と野菜の

滋味がたっぷり！

つくり方

今号は巻頭特集「ローリングストック法」で非常時に備えようで紹介した備蓄食品を
使ったレシピをご紹介。もちろん日々のつくりおきにも◎。ぜひご参考に！

使用する備蓄食品：
スパム、じゃがいも、玉ねぎ

スパム（ランチョンミート）缶
   小1缶（約200ｇ）
玉ねぎ 1/2個
じゃがいも 3個
ブロッコリー 1/2株
サラダ油 適量
粒マスタード 大さじ1
ハーブソルト 適量

材料（4人分）

材料（4人分）

鶏もも肉 2枚（約400ｇ）
にんにく 1片
玉ねぎ 1個
にんじん 1本
セロリ 1本
オリーブ油 適量
パセリ 適量
Ａ： ミックスビーンズ缶 

 1缶（約100ｇ）
 カットトマト缶 1缶
 コンソメスープのもと  

 10ｇ 
保存期間の目安  冷蔵：3～4日／冷凍：3週間

使用する備蓄食品：ミックスビーンズ缶、カットトマト缶、玉ねぎ

※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-LIFEPoint 2 リーモPoint 1 リーモ Point 3 リーモ用収納ケース Point 4 トルネ

ヘッド部分がスリムだから
コーナーやすき間のおそうじにも！

片手で使いやすい
かるい使用感

スリムでシンプル。
置き場所を選ばないデザイン

モップでは取り除きにくい
ゴミをサッと吸引してくれる

ヘッド部分がスリムな設計だから、部
屋の隅にたまった汚れは毛先を使っ
てサッと取り除
けます。壁と家
具のすき間にも
ラクに入って、キ
レイにします。

ヘッド部を湾曲さ
せて弾性機構を設
けました。コンパク
トで軽量感があり、
片手で使いやすい
スムーズな操作性
を実現しました。

シンプ ルで、スタイ
リッシュなデザインの
リーモ用収納ケース。
どの方向からモップ
を入れても安定して
直立する構造になっ
ています。

本体の前面にあるアタッチメント部分
にモップを押しつけると、自動でゴミ
を吸引。取り除
きにくい粒ゴミ
やモップ糸の先
端に 付 着した
ホコリ対策に。

Point 4

Point 1
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Point 1

Point 2
Point 3
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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。 
※金融商品購入はご自身の判断(自己責任)でお願いいたします。
※住宅ローンについては下記ホームページもご参照ください。 
　住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/

確かに変動金利よりも固定金利の方が金利は高くなりま
すが、低金利時代の今、「フラット35」（住宅金融支援機
構）などの固定金利も最後まで低金利の恩恵を享受でき
るという点においては、大きなメリットです。

住宅を購入する際は物件価格だけに目が行きがちですが、
他にも、不動産取得税、登録免許税、印紙税、仲介手数料が
必要です。合計すると物件価格の10％を超える場合もあ
ります。これらの諸費用もローンに組み込むことができま
す。その場合、 住宅ローン金額＝物件価格＋諸費用 となり
ます。

銀行では、年収の7倍程度ま
でローンを組むことが可能
です。しかし、それでは収入
に対する返済額が大きくな
りすぎてしまいます。年齢や
家族構成に関わらず、住宅
ローンの額は“年収の4倍以
内”を目安にしましょう。

「住宅ローンの額は年収の4倍以内」の鉄則を目安に物
件価格の上限を決めましょう。共働きで世帯年収を上
げるとローンを組める額も増えますが、毎月の貯金額や
支出額も考慮しながら、決して無理をしないことが大切
です。

“鉄則”を目安に
決して無理をしないことが大切

住宅ローンを組む時に
注意することは？

今回の
テーマ  住宅ローン

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。

日本FP協会会員CFP。コンサルティ
ング会社を経て現職。ファイナンシャ
ルプランナーとして、相続事業承継
対策、住宅ローン相談、個人ライフプ
ランニング相談等を行っている。

今回お話をうかがったファイナンシャルプランナー

吉
よ し

田
だ

 隆
りゅう

一
い ち

 さん
エフピーマトリックス株式会社
代表取締役

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 油汚れを落とすときに
利用すると有効なものは？

A お酢

B お湯

C レモン水

油汚れは温度が高いほどゆるむ性質が
あります。そのため、掃除に使う水の温
度を上げることで落としやすくなります。
ただし、素材への影響ややけどのおそれ
を考えると、40℃くらいがおすすめです。
また、気温が低いと油汚れが固まり、落と
しづらくなるため、気温が低くなる前にコ
ンロやグリル、換気扇などの掃除をして
おくと暮れの大掃除がラクになります。

油汚れの性質を知って賢くおそうじを

Bよって・・・答えは

Q2 魚焼きグリルの庫内の掃除に
適した洗剤は？

A 中性洗剤

B アルカリ性洗剤

C 酸性洗剤

水で洗い流せない庫内はアルカリ性や酸
性のような強い洗剤を使うと変色やサビ
の原因になるおそれがあるので、まずは
お湯で薄めた中性洗剤をタオルにつけて
拭きあげます（汚れがひどい場合はお湯
で薄めた中性洗剤に浸したキッチンペー
パーで汚れがゆるむまで湿布を）。その後、
洗剤分が残らないように水拭き、乾拭きで
仕上げます。

素材を傷めない洗剤を選びましょう

Aよって・・・答えは

Q3 IHコンロにこびりついた焦げつきを
落とすのに役立つグッズはどれ？

A 金属のヘラ

B スチールタワシ

C ラップ

トッププレートの焦げつきには意外なものが活躍！

Cよって・・・答えは

ローンを組んだときの金利が返済終了まで固定
されるので、月々の返済額が変わることはない。固定金利

金融情勢により、金利が半年ごとに見直され
る。金利が上昇していった場合、将来の返済額
が増大します。

変動金利
住宅ローン金額＝物件価格？

住宅ローンを組める
金額の目安は？

変動金利の方がお得？

物件価格
＋
諸費用

ローンは
年収の
4倍以内に

住宅ローン

IHコンロのトッププレートは丸めたラップにクリームクレンザーを
つけ、キズをつけないようにやさしくこ
すり洗いを。スポンジやタオルを使うと
それ自体にクレンザーの粒子が入り込
んでしまい効果が薄れますが、ラップを
使うと少量でも十分な研磨効果を引き
出せます。スチールタワシや金属のヘラ
はトッププレートをキズつけるおそれが
あるため、使用は避けましょう。
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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.47
2019年9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 「ローリングストック法」で非常時に備えよう
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

 『十勝スロウフード「牛とろフレーク
＆専用たれセット」』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

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47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11月1日（金） 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

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 47

サニエル 
QUOカード
1,000円分

10名様

盲導犬イラストの入ったオリジナル
デザインです。 ●サイズ：14.5㎝

（ボールペン径：0.5㎜） ●インキ
色：黒、赤 ※スライドレバー式

盲導犬チャリティーグッズ
盲導犬デザイン
フリクション2色ボールペン

25名様

「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！

ヒント：街にはさまざまな通りがあります

「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！

※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。

オータムキャンペーン
期間 ：2019年9月2日（火）〜10月31日（木）地域によりキャンペーン期間が異なります

仕事を始めたきっかけは？ 仕事で
心がけていることは？

サニクリーンのユーザーだった頃に、知
人から「働いてみない？」と、声をかけら
れたのがきっかけです。家事や子育て、
ライフワークにしているボクササイズも
続けながらできる時間帯のお仕事でし
たので、始めてみました。最初は、お客さ
まのお宅が覚えられるかなど、ドキドキ
でしたが、職場の皆さんのやさしさと励
ましに支えていただきながら頑張って
きました。3年たった今では少しは成長
したかなと思います。

お客さまの困りごとを解決する商品を
ご提案することはもちろんですが、たと
えば使っていただいているモップのハ
ンドルのゆるみが無いかなど、使い心
地についてもこまめにうかがうように
しています。また、ご高齢の方にはにぎ
りやすい軽量のモップをおすすめして
います。あとは、商品は必ず自分で使っ
てみますね。商品の特徴をきちんと把
握することで、お客さまに合ったご提案
をすることができるんです。

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！

サニクリーン甲信越
本社営業部

サニフレンド歴
3年1ヵ月

 小
お

滝
た き

 佐
さ

奈
な

枝
え

 さん

北海道は十勝産の厳選された牛肉だけを使い、
非加熱加工を施した「牛とろフレーク」。あつあつ
のご飯に凍ったままの牛とろフレークをふりかけた
牛とろ丼や、わさびを効かせた牛とろ寿司など、食
べ方いろいろ。オリジナルのたれつきです。
●内容：牛とろフレーク200g×1、牛とろ丼のたれ20g×5
●賞味期間／発送日から30日間（要冷凍）

十勝スロウフード
「牛とろフレーク＆ 

 専用たれセット」40

※写真はイメージです

https://bit.ly/2LUBgJf

QRコードからもアクセスできます➡

  募金専用ページ　https://www.noe.jxtg-group.co.jp/company/csr/click_sports/

サニクリーンがオフィシャルサポーターを務める
一般社団法人日本ゴールポール協会からのお知らせ

1日1クリックでゴールボールを応援しよう！
「JXTGエネルギー東京2020パラリンピック

応援クリック募金」にご協力ください！
この度、「JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応
援クリック募金活動」にて、日本初開催の「2019 IBSA
ゴールボール アジアパシフィック選手権大会 in 千葉」
への支援がスタートしました。専用ページにアクセスし、

「ここをクリックして応援！」をクリックすると、JXTGエ
ネルギー様より1クリックにつき1円が一般社団法人日
本ゴールボール協会に寄付されます。この大会は、東京
2020パラリンピックへの出場権を懸けた最後の戦いと
なります。ぜひ皆さんの力で大会を盛り上げましょう！

ゴールボールとは 第二次世界大戦で視
覚に障がいを受けた傷痍軍人の方々の
リハビリとして考案されたスポーツ。視
力の程度に関わらず、プレイヤー全員が
アイシェードという目隠しをして鈴入りの
ボールを転がすように投球し合い、その
ボールをゴールに入れて得点を競う。

募金期間:2019年7月1日（月）〜9月30日（月）
大会開催日:2019年12月2日（月）～12月11日（水）
於:千葉ポートアリーナ

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！

ⓒRyoICHIKAWA/JapanGoalBallAssociation

今回の「　　　　　　　　　　　　　  」
（P2）でご紹介したインテリアフロアモップ
「リーモ」、据置き型クリーナー「トルネ」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？

インテリアフロアモップ「リーモ」

据置き型クリーナー「トルネ」


