
▲ 作り方 
① じゃがいもは皮をむき、5mm 厚さの半月切り、さ 

っと水洗いをして、固めに茹で、塩少々をふる。 
② マッシュルーム、玉葱は薄切りにし、ベーコンは 

1cm 長さに切り、フライパンを熱し、炒め、塩、胡 
椒をする。 

③ グラタン皿にバター（分量外）をぬり、①の半分と 
②を混ぜグラタン皿に入れ、一番上に残りの①を 
のせます。上から牛乳、生クリームをかけ、チー 
ズ、パン粉、ちぎったバターをのせ、200 度のオ 
ーブンできれいな焼き色がつくまで約 30 分間焼 
き、出来あがりにみじん切りのパセリを！ 

じゃがいものグラタン 

これ便利！ 

11 月のレシピ 

■ ブラインドシャッター 

シャッターにブラインドの調光機能を 
付けたもので日差しや外からの視線 
を効果的に防げます。通風が可能な 
ので窓を開けたまま寝られます。 
防犯・台風対策も OK です。 

私は寝坊だ 
から少し光を 
入れてほうが 
良いのね！ 

シャッター 
リフォーム 

ホワイトソースを使わない 
あっさりグラタンです。 

新人が 4 人、後ろ向きで並んでいます。誰が一番の 
出世をすると思いますか？ 

100 円 SHOP の味噌ケース 

ホームウェル SOKA 

(株)エコ･リアル 
住所：埼玉県草加市長栄町837-8 

TEL: 048-946-5001 FAX：048-946-5002 

０１２０－856-858 

ホームページアドレス：http://ecoreal.realwood.co.jp 

食器洗い洗浄機 

心理テスト 

じゃがいも 中 4 個 ・マッシュル 
ーム １パック・玉ねぎ 2 個・ベ 
ーコン 3 枚・牛乳 生クリーム 
各 1/2 カップ・とけるチーズ 80g・ 
バター 40g・塩 こしょう パン粉 
パセリ 各適宜 

今年の夏は猛暑と台風の W パンチでした。暑 
さ・防犯・風雨対策に、シャッター雨戸リフォー 
ムのご提案です。 

ち ちょ ょっ っと とア アド ドバ バイ イス ス！ ！ 

円筒形の半透明ポリ容器で、フタが付いているタ 
イプで、味噌ケースとして売られています。 

これを、キッチンの調理スペースでゴミ入れとし 
て使ってみたところとっても便利！ 

調理の際出る野菜や果物の皮、紅茶やコーヒーの 
パックなど、そのままそこにポイッと入れればシン 
クにたまる生ゴミが減らせます。 

フタをしておけば臭いも出さずにすみます。 

便利な食洗機、上手にお使いですか？洗い上がり 

の美醜は「入れ方」と「とりあえず水に浸けておく」 

にあります。 

「入れ方」には、それぞれの機種により決まりが 

あるので、取扱説明書できちんと確認しましょう。 

「とりあえず水に」は乾いてしまったこびり付き 

汚れには、各メーカーのどの機種も弱いからです。 

人数もあくまでも目安だという事もお忘れなく。 

材料 

快適家電 

A. 背は普通だが、太り型の男 
B. いちばん背が高い男 
C. いちばん背の低い男 
D. 中肉中背の男 

● 診断 ● 

C.…コンプレックスはあるけど、それを踏み台に出来る 
気分です。逆境に立たされるとやる気がでるちょっとへ 
そ曲がりな気分の日です。 

D.…これといった自信も無いけどコンプレックスもあ 
まり感じていません。実力が大切だと思っているのでお 
だやかな日がすごせそうです。 

A.…細かな事を気にしない楽天的な気分です！コン 
プレックスを感じる要素があっても明るい見通しで 
やり過ごせますね。 

B.…スタイルや外見に自信が無い状態ですね。そし 
て自分を変えたいと気持ちが強いです。物事をやる 
前からダメだと思い込まないよう注意です。 

今日のコンプレックス度 
が分る！ 

■ アリーズ 

通風・採光に加え、シャッター内 
部に空気層があるので、断熱に 
優れています。もちろん閉めた 
時はロックされます。 

食後、団欒の時間がとれ 
るので一度使うと手放せ 

ないですよね！ 

調理中のちょい捨て 
に便利ね！ 

お気軽にご相談 
下さい 

泥 棒 の 侵 入 場 所 の 
82％がベランダ・縁側 
を含む窓から！ 
方法の 55％がガラス 
破りです。 

パパが 
当番ね 

A 

C 

D 

B 

★ 使って納得！ 

電動なら、窓を開けなくてもシャッタ 
ーの開閉が出来るので、室内の温 
度変化を防げますし、嫌な虫も入っ 
てきません。 
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興味がある方はご相談ください・・・ 

０１２０－８５６－８５８ 

こんにちは。皆様いかがお過ごしですか？ 

だんだんと寒さも増してきましたね。特に朝晩は冷え込むようになりました。体調を崩されている方などいらっしゃいませんか？ 

私は寒いのが苦手なのでこれからは辛い季節になります・・・(-“-;A 
でも、寒さに負けずに頑張りましょう！皆様もカゼなどひかないように気をつけてくださいね。 

先日、新田のお祭りのお手伝いに行ってきました。雨にもかかわらず、来場された方が多く、驚きました。 

元気いっぱいのお子さん達に振り回されながらも、久々にお子さんたちと触れ合うことが出来て楽しかったです♪ 

ホームウェル SOKA でも１０月６～8日に開催させて頂きました。 

ご来店くださった皆様、誠にありがとうございました。参考になりましたでしょうか。 

今回、ご来店いただけなかった方も、次回は是非ご家族でいらして下さいね。 

今後も皆様のお役に立てるよう頑張って参りますので宜しくお願いいたします。 

次回の eco style は１１月２７日発送予定です！お楽しみに。 

編集者 きたじま。 

勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝しあう。 

と言うことを趣旨として１９４８年に制定されました。 

それまでは、農作物の恵を感じる新嘗祭の日でし 

た。しかし、「労働」は農業に従事して生産を行うも 

のだけを言うのではなく、サービス産業なども含めた 

幅広い意味を持つことから勤労感謝の日と改めら 

れました。勤労感謝の日は、あくまでも収穫を祝うだ 

けでなく、広い意味で「日々の勤労に感謝する日」な 

のです。 

日頃がんばってお仕事をされていらっしゃる方に感 

謝の意を伝えてみてはいかがでしょうか？ 

本誌に掲載させて頂けるペットを募集しています。 

かわいいペットを自慢してみませんか？？ 

ペットのお名前、性別、年齢、特技や性格など自慢し 

たいことを明記の上、写真を同封して下記まで郵送 

若しくはメールでお送りください。お待ちしております！！ 

〒340-0051 
埼玉県草加市長栄町８３７－８ 

ホームウェル SOKA ecostyle 係 
Email homewell_soka@realwood.co.jp 

ひまわりの種が大好きなハムスターです。 

昼間はぐっすり眠って、夜になると元気いっ 

ぱいに走り回ってます。 

オ オ オー ー ール ル ル電 電 電化 化 化 
☆オール電化って？？ 

雄オール電化とはコレまでガスを熱源としていた設備を電気の設備に替えること。 

キッチンや給湯など生活のエネルギーをすべて電気でまかなうライフスタイルです。 

ガスコンロをＩＨクッキングヒーターに、ガス給湯はエコキュートに。。。 

オール電化で快適生活はじめませんか？ 

☆オール電化の魅力！？ 

基本料金を一本化。 

オール電化にすると、基本料金が電気のみに 

なり、ガスなどの基本料金は節約できます。 

おトクな電気料金メニューや割引制度とあわ 

せ技で、光熱費がスリムに！！ 

環境に優しい。 

エコキュートはフロン系冷媒を使わないのでオゾン 

層の破壊係数がゼロ。 

また、高効率なのでＣＯ２排出量を大幅に削減でき 

て、地球温暖化の軽減にも役立ちます。 

安心な暮らし。 

オール電化は火を使わないから火災のリスク 

が軽減。お子さんやお年よりのいる家庭でも 

安心して利用できます。また、火を使わないの 

で火災保険も割引になります。 

安心で清潔、健康的で経済的。 

実際にオール電化住宅に住んでいる人たち 

も、その快適な暮らしに満足しています。 

☆ユーザー満足度９６．３％！！ 

Ｅメール homewell_soka@realwood.co.jp 

快適な暮らし。 

足元から自然な暖かさが広がる床暖房。火を使 

わないので室内はいつもキレイ。水蒸気も発生しな 

いので、カビやダニの原因となる結露もほとんどあり 

ません。清潔で快適な室内空間が保てます。 

簡単､便利。 

ＩＨクッキングヒーターはバツグンの熱効率で、強火が命の中華料理も温度調節が難しいて 

んぷらも時間のかかる煮込み料理もお手のもの！後片付けもサッとひと拭きするだけ。 

エコキュートはその日に必要な貯湯量を自動で計算。１日２回の計算で予想以上に使って 

足りなくなった分も自動的に沸かしてくれます。 

当日の写真、撮り忘れました。。。(゜＿゜I) すみません・・・m( _ _ )m


