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お鍋の〆といえば、“雑炊”。“おじや”と言ったりもし
ますね。“雑炊”と“おじや”の違いには諸説あるようで
すが、一般的に、煮る前にご飯を水で洗ってから煮
るのが“雑炊”、洗わずにそのまま煮るのが“おじや”
とされています。また、語源にも諸説あり、“雑炊”はご
飯に水を加えたものを「増水」と呼んだから、“おじ
や”はご飯を煮るときのジャジャという音に接頭語の

「お」をつけて呼んだからなどと言われています。

WINTER 2019

サニクリーンの暮らしの情報発信マガジン

48サニスマイル

ごま油とすりごまの香ばし
い香りが食欲をそそる万能
だれ。お好みでラー油をプラ
スすればピリ辛の大人味に。

豆板醤の強めの辛さと味噌の風味
がマッチしてやみつきに。お酢をひ
とたらししてもおいしい。

はちみつのやさしい甘さが、ご
まだれの風味を一層深める。
子どもにも食べやすいマイルド
な甘口だれ。

シーザーサラダドレッシングのような濃
厚な味わい。野菜と相性抜群なので
ディップ感覚でたっぷりつけたい。

すき焼き風のこくまろだれ。卵黄を入れ
ることで具とよくからんで美味。うどん
をからませてもおいしい。

トマトの酸味がさっぱりとしていて食べやすい。
お肉にも野菜にもぴったりな万能だれ。

タイの鍋料理“タイスキ”風の味を
ご家庭で簡単に。パクチーの香
りとレモンの酸味がさっぱりして
いて、さわやか！

水炊きやしゃぶしゃぶといったお鍋のつけだれ
は、ポン酢やごまだれだけじゃない！  ちょっと
アレンジを加えたつけだれで、さまざまな味の
変化を楽しみましょう。

お鍋をさらにおいしく！お鍋をさらにおいしく！
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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。

脂肪の少ないめか
じきはヨーグルトの
力でしっとり柔らか
になり、コクも出ます。

保存期間の目安 
冷蔵：3～4日
冷凍：3週間

ホクホク甘いかぼちゃが箸のすすむおかずに

かぼちゃと牛肉のバター醤油煮

つくり方
� めかじきは1切れを半分に切って塩（分量外）をふ

り、出てきた水気を拭き取る。
� Aの材料をよく混ぜ、1を1時間程度漬け込む。
� サラダ油を熱したフライパンに2のめかじきを並

べて両面を焼き、火が通ったら2の残ったたれを入
れてからめる。

4 3を皿に盛りつけ、彩り野菜を添える。

カレーの香
り、

ヨーグルトの
酸味、

ケチャップの
甘味が

一つに！

スパイスの香りが効いたソースをたっぷりからめて

めかじきのタンドリー風 牛肉の旨味を含んだ甘いかぼちゃに香ばしいバター醤油がからむ！

つくり方

めかじき（切り身） 4切れ
サラダ油 適量
彩り野菜 適量
A：  無糖ヨーグルト 大さじ3
  カレー粉 小さじ1
    トマトケチャップ 小さじ2
  おろししょうが 小さじ1/2
  おろしにんにく 小さじ1/3
  塩 ひとつまみ
  こしょう 適量

材料（4人分）

材料（4人分）

かぼちゃ 1/4個
牛切り落とし肉 200ｇ
アスパラガス 2本
バター 20ｇ
Ａ： 醤油 大さじ1と1/2 

砂糖 大さじ1 
水 カップ1

牛切り落とし肉の硬めの部位も煮込むと柔らかくなり、旨味
を引き出せます。 保存期間の目安  冷蔵：3～4日／冷凍：3週間

� かぼちゃは種とわたを取り、電子レンジで
1～2分加熱して柔らかくしてから一口大に
切る。牛切り落とし肉は食べやすい大きさに、
アスパラガスは斜めに切る。

� 鍋にバターの半量を入れて牛切り落とし肉
を炒め、肉の色が変わったらAとかぼちゃと
アスパラガスを加え、アクを取りながら煮る。

� かぼちゃに味が染みたら火を止め、残りの
バターを混ぜて溶かす。

※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。

残留塩素を除去し
髪へのダメージを軽減

Point 2

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。

basupoPoint 4
壁にかけて
使用することも
背面にはフックにかけ
るための穴が設けられ
ています。フックの無い
ところには、付属の「吸
盤つきフック 」を利用し
て、貼りつけることも可
能です。

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

クレベリンＧ スティックタイプ
2本用ケース

Point 2Point 1 Point 3
定期的に交換する
レンタルシステム

二酸化塩素の除菌・消臭効果で
ウイルスや細菌、カビを抑制

広い場所には
6本用ケースを

二酸化塩素は小麦粉
やパルプの漂白処理
剤としても使用されて
いるもの。スティックを
折り曲げると化学反応が始まり二酸化塩素
ガスが放出され、空気中に浮遊するウイル
スや細菌を除去。カビを抑制、消臭効果も。

ケースの中に二酸化
塩素ガスを発生する
２本のスティックを入
れます。効果は約4週
間。定期的に交換し、
常にベストな状態を
キープ。

スティック1本で
1畳分を目安に
使 用します。広
い 場 所 では、6
本用ケースをお
使いください。

※2本用ケースのみ付属
背面

※
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万一の保障もありながら、満期時や解約時にお金を受
け取れる保険があります。「貯蓄型保険」と呼ばれるもの
で、終身保険・学資保険・養老保険などさまざまな種類
がありますが、基本的には、保険料を運用することによっ
てお金を成長させる商品です。積立貯金のような感覚で
利用されています。

保険を使って貯蓄ができるの？

今回のテーマ  保険を使ってかしこく貯蓄

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フローリングの掃除で
効率的な順はどれ？

A ぞうきん→掃除機
→フロアモップ  の順

B 掃除機→フロアモップ
→ぞうきん  の順

C フロアモップ→掃除機
→ぞうきん  の順

最初に掃除機をかけるとモーターの
風がホコリを空間に舞い上げてしま
います。まずはフロアモップを板目に
沿って動かしながらホコリを集めま
しょう。次にゴミを掃除機で吸い取り
ます。最後に床にこびりついた食べこ
ぼしや皮脂などを固くしぼったぞうき
んに中性洗剤をつけて拭き取った後、
水拭き、乾拭きを。

ホコリを舞い上げない工夫で効率化を

Cよって・・・答えは

Q2フローリングのワックスのかけ方で
適切でないものはどれ？

A 部屋の隅のワックスは
薄めにかける

B ワックスをフローリングに
撒いてから塗り広げる

C ワックス用のモップは
後ずさりしながらかける

ワックスは直接フローリングに撒いて
しまうと、板目から浸入し、素材を傷め
てしまう原因に。ワックス用のモップに
浸して塗り広げましょう。モップは部屋
の奥から出入口に向かって後ずさりし
ながら板目に沿ってかけると効率的。
ワックスの摩耗が少ない部屋の隅は
薄めでOKです。

「出入口に向かって後ずさり」がコツ

Bよって・・・答えは

Q3 窓ガラスを効率的に
おそうじするコツは？

A 日差しの強い晴れの日に行う

B 窓枠に沿って四辺を拭いてから
中を拭く

C 新品のタオルを使用する

拭き残し＆拭き跡ゼロを目指しましょう

「貯蓄型保険」のメリット

万一に備えながら、お金を増やすことができる
保険料を支払うことによって、万一の際に保険金を受け
取ることができるだけでなく、一定期間を過ぎると、支
払った保険料の総額よりも満期時や解約時に受け取る
金額が大きくなります。商品によっては、お金を大きく成
長させることを狙うものもあります。

税制の優遇制度がある
生命保険なので、年末調整や確定申告で、保険料に対す
る税金の控除を受けることができます。

「貯蓄型保険」のデメリット

早期に解約すると元本割れも
一定期間前に解約した場合、払い込んだ保険料の総額
より戻ってくる金額が少なくなります。

月々の保険料が高額になりがち
かけ捨ての保険と比べると、保険料は高額になりがちな
ので、出費が増えることになります。

 注意するポイントは？

運用期間が長くなると有利に
少しでも若いうちに加入すると運用期間が長くなるため、
時間をかけてお金を成長させるという利点を活かせます。

ライフプランを考えて
一定期間より前に解約すると元本割れとなるので、この
先、いつ、どのくらいのお金が必要になるかをよく考え、
無理のない金額で加入することが大切です。

窓をキレイに拭くコツは、窓枠に沿って四辺
をしっかり拭いてから中を拭くこと。こうすれ
ば端の拭き残しを防げます。中は、左右にジ
グザグに塗りつぶすように拭きます。
くもりで湿度が高めの日は汚れが浮きやす
くなるので窓拭きに適しています。
使用するタオルは新品だと糸くずが出やすい
ため、何度か洗濯したタオルが望ましく、マイ
クロファイバークロスを使うとさらにキレイに。

※「貯蓄型保険」については下記ホームページもご参照ください。 
　一般社団法人生命保険協会　https://www.seiho.or.jp/

※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。

Bよって・・・答えは
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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.48
2019年12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 お鍋をさらにおいしく！ アレンジつけだれ7選
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

 『神戸フランツ「神戸魔法の生チョコザッハと
壷プリンと苺トリュフのセット」』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48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

2020年2月3日（月） 当日消印有効締め切り

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 48

「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！

「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！

仕事には慣れましたか？ 何か工夫をしていることは
ありますか？

この仕事を始めて、もうすぐ１年になり
ます。もともとサニクリーンのユーザー
だったのでなじみの商品はありました
が、いざ仕事となると、商品の詳細、お
客さまの名前やお住まいなど、覚えるこ
とができるか不安でした。ですが、お客
さまと顔を合わせる回数が増えるにつ
れ距離感が縮まり、会話も増え、今では
楽しく仕事をしています。「あなたの顔
を見ると元気になるよ」と言葉をかけら
れたときは、うれしかったです。

お仕事ノートをつくって、気づいたこと
はこまめに書き込んでいます。たとえば、
お客さまのモップの使い具合を記録し
ておいて、汚れの多い方には大きめの
モップをおすすめするなど、お客さまの
状況に合わせてすぐに対応できるよう
にしています。既存のお客さまにはもち
ろんですが、サニクリーンの商品を使っ
たことがない方にも愛用していただけ
るよう、商品の魅力やおそうじ情報など
これからも勉強していきたいです。

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！

サニクリーン四国
松山支店

サニフレンド歴
9ヵ月

 德
とく

永
なが

 一
かず

絵
え

 さん

最高級チョコレートをたっぷりと使用した「神戸魔
法の生チョコザッハ」、かわいい素焼きの容器に
入った「神戸魔法の壷プリン」、フリーズドライの苺
とホワイトチョコが絶妙にマッチした「神戸苺トリュ
フ」。人気の神戸スイーツをプレゼント。
●内容：「神戸魔法の生チョコザッハ」直径約１５０mm× 
高さ約３８mm  重さ約４２０g  １台、「神戸魔法の壷プリン」
直径約５７mm×高さ約６０mm ４個、「神戸苺トリュフ」約９０g
●賞味期間／冷凍で60日 ※冷凍便でお届け

神戸フランツ
「神戸魔法の生チョコザッハと

壷プリンと苺トリュフのセット」

 21※写真はイメージです

QRコードからもアクセスできます➡

写真 左

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）

静岡の老舗のお茶屋さんがつくっ
た紅茶です。ティーバッグのタグに
は、プードルやチワワなどいろいろ
な犬の切り絵が。犬好きな方への
プレゼントにもおすすめです。
●内容量：3g×6個　●原材料：静岡県産紅茶
●賞味期限：お届けより2週間以上を保証

盲導犬チャリティーグッズ
わん紅茶 20名様

さる9月28日（土）・29日（日）、公益社団法人日本自然保護
協会のご協力のもと、佐賀県佐賀市、鹿島市、唐津市をめぐる

「第14回サニエルおやこネイチャーツアー」を開催しました。
ラムサール条約湿地に登録されている東よか干潟での生き
物観察をはじめ、道の駅・鹿島での干潟体験、唐津市の虹の
松原での清掃活動、呼子の磯の生き物観察など、佐賀県の
自然に触れ、有明海と玄界
灘の違いを学び、そして、親
子の絆がさらに深くなった
旅となりました。

期間 ：2019年11月1日（金）〜12月27日（金）地域によりキャンペーン期間が異なります

※期間中のプレゼントはおひとりさま1個とさせていただきます。 
※数量限定のため代替品となることがあります。

キャンペーン期間中に販売商品を
一定金額以上お買い上げいただいたお客さまに

「じわっととろける 金のバターナイフ」をプレゼント！

じわっ！

熱伝導全長
約14.8㎝

年末販売商品キャンペーン

熱伝導で固いバターがじわっと溶けます！ 右利き・左利きどちらでも使える！


