
イルミネーション 

吸着性の高いファイバーを使用しているので、舞 
いやすいホコリ・花粉・ハウスダストまで見る見る 
キャッチしてくれます。 （花王クイックルワイパーハンディー） 

電話をしながらでも、気が付いたところをなでて 
行くだけで、すっきりきれいになります。 

出窓や本棚、キーボード、観葉植物の葉などに！ 
小物を動かさずにホコリをとってくれます。 

3cmくらいの隙間でしたら入っていきますよ。 

しょうがの辛み成分は、胃液の分泌 

をさかんにし、消化機能を高めま 

す。また血液循環をよくし、発汗を促 
す作用もあります。 

テレビの見方でも、その人の性格を知ることができ 

ます。あなたや回りの人はどうですか？ 

ハンディーモップ 

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 

2007 年大掃除のポイント 

▲ 作り方 
① 米は洗ってザルに上げて水気をきり、炊飯器に 

入れ、水５４０ｍｌを加えて浸水する。 
② しょうがは皮をむいて薄切りにし、さらにせん切り 

にしてザルに入れ、熱湯を回しかける。豚ひき肉 
はボウルに入れて(Ａ)を混ぜる。 

③ 炊飯器に(Ｂ)を加えて混ぜ、(２)をのせて普通に 
炊く。炊きあがったら全体をさっくりと混ぜる。 

※ 豚肉をアゲに変えても美味しいですよ。 
※ 調味料をめんつゆの素に変えると更に簡単！ 

心理テスト 

米 ３合・ しょうが１００ｇ ・ 豚ひき肉 
１５０ｇ ・ (A) 豚肉の下味 ・酒 大さじ 
１ ・うすくちしょうゆ 小さじ１ 
(B)酒 大さじ２ ・うすくちしょうゆ 大さ 

じ１ ・液体かつおだし 小さじ２ 

２００７年 12 月号 

12 月になると庭や家にクリスマスのイル 
ミネーションを楽しむお宅が増えています 
ね。やってみたいのだけど・・・とお考えの 
方も、気負わず簡単なところから始めて 
みませんか？ 

ち ちょ ょっ っと とア アド ドバ バイ イス ス！ ！ 

豚ひき肉入りしょうがご飯 

2008 年は「水」の年なので、トイレ・洗面所・風 

呂・シンク回りなど「水」にかかわる部分は気合を 

入れて掃除すると良いそうです。 

ひとつまみの塩を入れた水と、白い雑巾で水ぶき 

すると浄化作用が UP します。 

「水」の気は隠れた場所を好むので、洗濯機の内 

側・排水溝もチェック！ 

プロに水回りお掃除を頼むのも手ですね！ 

材料 

これ便利！ 

簡単風水 

12 月のレシピ 

A. テレビのチャンネルを絶えずかえる 
B. 評価しながら見る 
C. クイズ番組の時、答えを言いながら見る 
D. テレビを見ないのに、つける 

● 診断 ● 

C.…明るく外交的で、知っている事は全て口にだしてし 
まう性格。ストレス知らずですが、秘密を守れなくて後 
悔する事も多くあるのでは？ 

D.…対人関係や仕事など、とにかく何でも知っていない 
と気がすまないタイプ。さみしがり屋で一人になるのは 
大嫌い。協調性はあるのですが、首を突っ込みすぎて失 
敗する事も多いのでは？ 

A.…好奇心旺盛。猜疑心が強いわりには暗示にかか 
りやすい性格。せっかちで粘り強さに欠けます。で 
も明るく人付き合いもいいので人気者かも？ 

B.…人の欠点が許せないタイプとそれを認めるタイ 
プに分かれますが、いずれにも自己顕示欲が旺盛。 
自己主張を控え、冷静な判断力が備われば対人関係 
はスムーズかも？ 

■ 玄関にリースライトを 

販売されているものもあります 
が、ちょっと手間をかければご自 
分の好みの物が作れます。 
下の便利サイトにあります。 
ライトのしまい方なども載ってい 
ますので、参考にして下さい。 

■ 植木に巻く 

お家のシンボルツリーやコニファ 
ーなどに巻く方法が簡単で効果 
的です。特にシンボルツリーなど 
が広葉樹で葉が落ちていたら、 
とってもきれいにできますよ。 
玄関までのアプローチを飾るの 
も品があってよいですね 

気合だぁ！ 

歩きながら 
ささっとね！ 

LED ライトなら初期 
投資は高くなります 
が、長持で消費電力が 
少ないのでおすすめ。 

これもお父 
さん担当ね… 

★ 便利サイト 

場所別の飾り付け方法や取付 
け方法なども載っていて参考に 
なります。 

http://www.iris-illumination.com 

イルミネーター 
と呼ばれているの 

ですって！ 

こんなかわいい 
ピックもあります。 

e e c c o o s s t t y y l l e e



興味がある方はご相談ください・・・ 

０１２０－８５６－８５８ 

１１月６日～７日に焼津へ親睦旅行に行ってきました♪ 

リアルグループ社員、協力業者さん、総勢 86名。 

1 日目 

出発 → 御殿場高原ビール → コース別行動 → 旅館 

2 日目 

旅館 → 新金谷駅・・・千頭 → 石原マリンステーション →帰着 

こんにちは。皆様いかがお過ごしですか？ 

早いもので今年も残りわずかとなりました。やり残したことはありま 

せんか？あと１ヶ月。いい１年だったと思えるようにしたいですね！！ 

話は変わりますが、１１月６、７日に協力業者さんを含め、リアル 

グループのみんなと親睦旅行で焼津に行ってきました。 

焼津といえばマグロですよね！！宴会でマグロの解体ショーを見る 

ことが出来、新鮮なマグロを味わえて大満足でした♪ 

今年度は私も幹事で、準備やらなにやら始めてのことばかりで、 

大変でしたが皆さんに楽しんでいただけたようでよかったです。 

焼津に行かれたことがない方は是非行ってみてください。 

では、寒さが厳しくなってきましたが、残り１ヶ月、頑張りましょう！！ 

編集者 きたじま。 

弊社では誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休 

業とさせていただきます。 

ご了承の程、宜しくお願いいたします。 

２００７年１２月２８日（金） 

２００８年１月２日（水） 

来年も皆様のお役に立てるよう頑張って参ります。 

より一層のご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。 

～
 

床 床 床暖 暖 暖房 房 房 
☆床暖房と他の暖房の違いは？？ 

エアコン 
天上近くから温風を吹き出す強制対流式。 
足元がなかなか暖まらず、顔だけが火照って 
しまいます。また、空気も乾燥するのでお肌の 
かさつきやウイルスの繁殖しやすい環境に。 

ファンヒーター 
低い位置から温風を吹き出す強制対流式。 
速暖性はありますがハウスダストを舞い上げ 
てしまいます。こまめな換気が必要です。 

ストーブ 
自然対流で暖まった空気は自然に上部に 
上がってしまうため、足元がなかなか暖まり 
ません。燃焼によって空気も汚れてしまうの 

でこまめな換気が必要です。 

電気カーペット 
伝導式なので熱源（カーペット）に触れ 
ていないと暖かさが得られません。 

その分エネルギーロスも大きくなります。 

☆どのお部屋でも快適！！ 

リビング･･･ 

輻射熱の効果でお部屋のどこにいて 

も暖か。室内に器具本体の露出もな 

いからお部屋も広々。暖かいリビング 

に自然と家族が集まってきます。 

キッチン･･･ 

冬のキッチンでの作業はつらいも 

の・・・。床暖房で暖めておけば、部屋 

中が暖かく足元もポカポカ。 キッチン 

に立つのがつらくなくなります。 

寝室･･･ 

温度を一定に保つから朝ま 

でグッスリと 深い眠りにつくこ 

とができます。 また床から暖 

めるので底冷えもしません。 

勉強部屋･･･ 

脳が活発に働くのは 15℃前後。 暖めすぎるとボーッと 

してしまい、かえって思考能力を低下させます。 床暖 

房は足元は暖かく、頭はやや低めの快適な温度に保 

たれるので、 子ども達の勉強部屋にピッタリです。 

吹き抜け空間･･･ 

エアコンやストーブなどの暖房では熱気が上に上が 

ってしまい、なかなか暖まりません。その点床暖房は 

空気の流れに関係なく空間全体を暖めることができ 

るので、 吹き抜けなどの広い空間に最適です。 

Ｅメール homewell_soka@realwood.co.jp 

床暖房 
安心･・快適 

室内に燃焼させるものがなく、お子様やお年寄り、病 

気の方がいるお部屋でも安心。また、水蒸気の発 

生がないため結露しにくくダニ・カビの繁殖を抑えま 

す。風も起こさないのでほこりも舞わず空気の汚れも 

ありません。乾燥もしないのでお肌の弱い方やアレル 

ギーでお悩みの方におすすめです。 

陽だまりのような暖かさ 

輻射熱(遠赤外線)と、床から直に伝わる伝導熱の 

相乗効果を活かした暖房。遠赤外線が直接身体 

の温点を刺激して暖め血液の循環を活性化させる 

ので、低めの室温でも身体の芯から暖まります。ま 

た、床からの「伝導熱」によって足元は暖かく、頭は涼 

しい頭寒足熱の心地よい環境をつくりだします。 

ＳＬ乗車 

おいしいビール飲み放題！！ 
コース別にわかれてハンカチ染めや 

サンドブラストを体験したり、 
アウトレットでお買い物をしたり・・・ 

夜は大宴会！！ 
マグロの解体ショーやビンゴゲーム 

などで楽しみました♪ 

SL に乗ってきました！！ 

お昼ごはんは 

おいしいお寿司をたくさん頂きました♪ 

お土産もたくさん購入！ 

今年度の幹事一同☆ 

駿府匠宿 

御殿場プレミアムアウトレット


