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鶏肉の初夏 旨煮
栄養価の高い「オクラ」
ですが、なかなか料理が思いつかず、よく作るのは天
ぷらや下茹でし刻んだものを納豆やトロロなどのネベネバ食品と合わせご
飯に載せる「ネバネバ丼」で使うくらい。そこで、いろいろなレシピを見てい
たら、
「初夏」
と
「旨煮」
にヒット！メインは「鶏肉とオクラ」。
オクラは煮物にす
ると色がキレイではなくなるのですが、今回のこのレシピ『オクラが品よく
キレイ！！』それならば！と、自宅にある材料をみると、元の材料のほとんど
がなく、オクラ・とりムネ肉・ミックスビーンズ・わかめ・ごまだれ・・と、
似ているものがありました。
「ならば！」
と、
アレンジレシピに挑戦しました。

2016年６月４日（土）・５日（日）

元のレシピ
材料

高崎問屋街センター『ビッグキューブ』
にて開催！

鶏もも肉（から揚げ用）…300ｇ
オクラ…6 〜 8 本
枝豆…100ｇ
きくらげ（乾燥）…2 枚
米粉…大さじ 1
エバラ プチッと鍋 寄せ鍋…1 個
ごまだれ…大さじ 1
塩（オクラのうぶ毛取り用）…適量
水（煮物用）…200ｍｌ

作り方
1 オクラは洗って塩をこすり、うぶ毛を
取って、少量のお湯でサッと茹でる。

2 2 本は刻み、残りはがくの部分を包丁
で取る。

7 沸騰して 7 分程煮たら、刻んでないオ
クラときくらげ、枝豆を加えて更に 3
分程煮ます。

オクラに含まれるぬめりの成分はガラクタン、アラバ
ン、ペクチン、といった食物繊維で、整腸作用を促しコ
レステロールを排出する作用や便秘を防ぐ効果があ
ると言われています。
また、オクラにはβカロテンが
レタスのおよそ３倍以上も含まれているようです。抗
発ガン作用や免疫賦活作用で知られています。

8 最後に⑦にエバラごまだれを入れて

アレンジレシピ

サッと煮たら火を止める。

3 きくらげは水でもどして、食べやすい
大きさに切る。

9 器に盛り刻んだオクラを添えて出来
上がりです。

4 枝豆は洗って、塩でもみ、鍋に入れ水
を加えて火にかける。沸騰してきたら
火を弱めて 6 分ほど茹で、火を止めて
そのまま冷ます。

5 鶏肉にエバラプチッと鍋のカップ 1
個の半量をもみこむ。
枝豆の実を出しておきます。

６ 鍋に水 200ml を入れ、残りのプチッと
を加えたら火をつる。少し湧いてきた
ら⑤の鶏肉に米粉をまぶして鍋にい
れる。

コツ・ポイント
枝豆は、茹で汁に入れたまま冷ますことで、
旨味が増すそうです。実を出したら、薄皮ま
で取ることがきれいに仕上げるコツです。鶏
肉は、沸騰した湯に入れるよりも60度～70
度ぐらいから入れて煮たほうがジューシーに
仕上がるそうです。
このレシピの生い立ち
「旬の野菜を使った料理教室」高橋 本 先生
のオリジナルレシピです。
6月に開催されたエバラ食品協賛「オクラ」
での1品です。

とりムネ肉は、パサつくのが扱いにくいところ。そこ
で、1 ムネ肉を薄く切り、酒、ニンニク、生姜、塩麹を
揉み込んでしばらく置く。
2 オクラの下処理は元レシピ①と同じ。
3 ①のムネ肉に片栗粉、小麦粉をまぶし、お湯の中
に入れ、少し茹でる。
4 肉に火が通ったら、顆粒だし、酒、味醂、塩など、好
みの味付けをし、そこへオクラ、わかめ、ミックスビ
ーンズを入れて少し
煮る。スープは多め、
ご飯や麺の上にかけ
ても美味しい。

お陰様で
ライフアップ事業部の
外壁がきれいになりました。
社員一同、気持ちも新たに
頑張って参りますので
今後ともよろしく

※わかめは乾燥わかめ、
ミックスビーンズは
サラダ用です。

お願い致します。

掲載商品等のお問い合わせは
●本社
〒370-0006 高崎市問屋町 3 丁目 3-1
●ガス・メカトロ部
〒370-0006 高崎市問屋町 3 丁目 3-1
●ＦＡ・マシン部
〒370-0006 高崎市問屋町 3 丁目 3-1
ECOMO 2016.vol.44

TEL 027-361-3910（代） FAX 027-361-2149
TEL 027-361-3910 FAX 027-361-2149
TEL 027-361-3911 FAX 027-363-9256

●ライフアップ事業部
〒370-0871 高崎市上豊岡町 554-12
TEL 027-326-8000 FAX 027-323-8439
●前橋営業所
〒371-0845 前橋市大渡町 1 丁目 13-5
TEL 027-251-1826 FAX 027-252-3097
●関東営業所
〒370-0321 太田市新田木崎町 1738-1
TEL 0276-56-6672 FAX 0276-56-7761

（浅井友之 吉田真悟 花島幸亨 唐沢孝光 岡部大樹）

+

ドリンクコーナーでは
お茶やジュース。
フードコーナーでは、
焼きそばやフランクフルトなどが
飲食券でお求め頂けます。

日時：2016 年６月４日（土）am10:00~pm５:00
５日（日）am ９:30~pm４:30
会場：高崎問屋街センター
『ビッグキューブ』

招待状をご持参ください。
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水素エネルギーの実験など
お楽しみに・・

下箕郷町

高崎駅

その他にも
楽しくワクワクする
イベントがいっぱい！
飲食コーナーもあるヨ！
家族みんなで
出かけてね♪

会場はここだよ！

緑町

よ！
んも来る
ゃ
ち
ま
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今話題の
「水素水」
「金庫」
の展示や、
ポーラ化粧品による
「ハンドマッサージコーナー」
を
予定しております。

上越
・両
毛

話題の
FCV（燃料電池自動車）が登場！

〜暮らしを楽しく︑仕事も楽しく〜

招待状を受付にご呈示ください。抽選
でもれなく素敵な賞品を進呈いた
します。必ず招待状をご
持参ください。

お子様が
楽しめるコーナーで
は、
「ぬり絵」
「スーパー
ボールすくい」などを
開催します！

「ガスの温もりを、かたちに。」でお馴染みの
パロマの林です。安全で環境に配慮した製品の提
供は、私たちパロマの社会的な使命です。その上
で、お客様の様々なニーズにきめ細かくお応えす
るのがパロマの目指す製品づくり。厨房機器では
「グリル新革命」と題してグリル庫内が汚れず、
お手入れが楽になるご提案。温水機器では「給湯
器をエクステリアに」という発想で市場から高評
価を得ているエコジョーズの展示など、様々な商
品をご用意してお待ちしております！

こんにちは、
LIXIL（リクシル）の芝と申します！
「冬場、浴室の床がヒヤッとして冷たい…」
「キッチンがもっとすっきり片付けばなあ…」
「水道代が下がるトイレってないのかな…」
このような お困りごと ございませんか？
その他ご要望等ございましたら、ぜひご相
談ください。LIXIL のブースでお待ち

出展メーカーご挨拶

「エコ・リラ・キレイ」の
ノーリツ小笠原です。
地球に優しい暮らしをあたりまえにする エコ
住まいをまるごと居心地よくする リラ
心身ともに美しく、健やかにする キレイ
その全てを輝かせること。それがノーリツの掲げる目
標です。
トータルフェアでは水回り・住設商材を中心に
お客様の暮らしに役立つ商材を多数展示させてい
ただきます。是非、ノーリツブースにお立ち
寄り下さい。お待ちしております！

コロナは、展示会当日に
は給湯機を始め、空調機器など、快適
な生活の手助けとなる商品を展示致します。灯
油量を節約出来るエコフィールや、オールシーズ
ン快適なエアコン、衣類乾燥機能付き除湿機等、様々
な商品をラインアップしておりますので、是非
コロナコーナーにお立ち寄り下さい。

しております。

リンナイ株式会社の三好と申します。
タカラスタンダード

リンナイはみなさまの「熱と暮らし」に貢献する総

の田嶋です。昨年、高崎問屋

合熱エネルギー機器メーカーとして、
「安全・安心

町へショールーム・事務所を移転し

」
「快適性」
「環境性」をキーワードに、ガスコンロ、

ました。当社独自のホーローの清掃性

ガス給湯器、ガスファンヒーターなど伝統的な熱

・機能性を活かし快適な住空間を提案

エネルギー機器に加え、食器洗い乾燥機、衣類乾燥

しております。ご来場お待ちし
ております。

機など、多様な商品を提供させて頂いております。
展示会では業界最高レベルの省エネ性を誇るハイ
ブリッド給湯暖房システム『エコワン』を展示し、
みなさまにエコで快適な暮らしを提案致します。
ご来場お待ちしております。

パナソニック株式
会社の関根と申します。
日頃はパナソニック商品をご愛顧賜り、
誠にありがとうございます。今回もモテキ様
のお客様に、
「より良い暮らし、快適な住まい」
を提案しておりますので、当日はお気軽に
お声掛けください。お待ちして
おります。

こんにちは、
フジ産業の菊地
です。当社は物置販売施工量日本一
の企業です。ご自宅の車庫、物置、エクステリ
アは当社にお任せください。お客様に安心、信頼
を提供できることをモットーに、一件、一件施工し
て参ります。庭廻りのお困り事は何なりと相談
して下さい。御来場の際には是非ともフジ
産業ブースにお立ちより下さい！！

リフォーム玄関ドア リシェントⅡ玄関ドア
リシェントなら、
「 いってきます」から「ただいま」の間にリフォームできます。
・玄関や勝手口のドアがギシギシ、
そろそろ新しくしたいな。
たった
１日でリフォー
ム完成！我が家の
表情が美しく。

お客 様
にも好評で、販売
数も増加中！（累計台
数10万台突破）

・暗くてジメジメ、玄関からの寒風が
寒くて、防犯も心配。

・何日も仕事をやすまないで、
短時間で工事を済ませてもらえたら…

外壁を壊さず、１日で手軽に施工完了

防犯性
の向上により、安
心な我が家へ。（様々
なロックシステム）

夏涼し
く、冬暖かい。エ
コで快適な玄関に。
（採風機構）

「リシェント」は既存の枠の上に新しいドアを枠ごと取り付ける「カバー工法」。
そのためにたった 1 日で完成し、かつ壁や床などを傷める心配もありません。

※現場により施工できない場合がございます。

リフォーム内窓 インプラス（防音・断熱内窓）

きれいになりました。

今ある窓にプラスするだけ。インプラスでアッという間の快適生活。

・窓際が寒く、結露でお困りではありませんか？
・車や電車などの騒音がうるさくありませんか？

お部屋の悩みを即解決！！
１窓あたり、たった１時間で施工完了！
秘密はインプラスの空気層にあります。

窓辺で冷やされた空気
は、冷たい風となって室
内の下層に流れ込みま
す（コールドドラフト現
象）。これにより、実際
の室温よりも体感温度
が低くなってしまうので
す。（いわゆる底冷え）

株式会社モテキ ライフアップ事業部
事務所外壁リフォームのご報告

■寒さの原因はコールドドラフト現象。

窓の断熱性を高め
ることが、住まい
全 体の断 熱 性能
を高める重要ポイ
ントです。

ところどころ色落ち
したり、ひび割れた
りしたのがわかりま
す。

生まれる空気層

樹脂製内窓

インプラスを取り付けるこ
とで、
既存の窓との間に空気
層が生まれます。
これが壁
の役割となり、断熱効果や
防音効果を生み出します。

樹脂の熱伝導率はアルミに
比べて約１／ 1000。外気の
温度に左右されにくく、断熱
効果、防音効果を発揮しま
す。

本年１月より１月末日までの約１ヶ月をか

け、弊社事務所の外壁を自社施工にてリフォ
ームしました。

足場を組んで、１枚
１枚元の外壁の上に
パネルを張っていき
ます。

築年数が経つと外壁はところどころ外壁材

の色落ち、膨らみやクラック（ひび割れ）が
取り付けるだけで「窓」の断熱性
と遮熱性がアップ。暖冷房費が
節約でき、快適で環境にもやさ
しい住まいが誕生します。

外窓、空気層インプラスが外か
らの音や、室内の音の出入を遮
ります。音の気にならない快適
な住環境を実現します。

モテキのロゴマーク
も、お色直し、くっ
きりキレイになりま
した。

生じてしまいますが、既存外壁の上から上張
り工法にて外壁材を張ることにより、外観も
新しく生まれ変わりました。

弊社では、外壁塗装はもちろんですが、外

壁の上張りによるリフォーム工事も承ってお
結露は住まいの大敵。放ってお
くと、フローリングやカーテンの
痛みのもとに。インプラスで結
露の発生しにくい窓まわりに。

今ある窓の内側に取り付けるだ
け。
１窓あたり約１時間で OK。
マ
ンションリフォームにもおすす
めです。

※現場により施工できない場合がございます。

ご相談・お見積もりは各担当へお気軽にお問い合わせください。
・・・

0120-30-8000

りますので、外壁塗装、リフォーム工事をご
検討の際はぜひ弊社までご相談ください。

霧除 屋 根の見 付け
部が、モテキカラー
に変身しました。こ
れでたいぶ明るくな
りました。

お申し込み随時受付中

Q&A
電気のご利用が多い方に朗報！
電気割引サービスのご案内
例１

油会社です。

約10,000円値下げ（税込）

客様のお宅が停電の時には、恐らくその地域
一帯が停電であることが想定されます。

停電が 起きたら
すぐに直してくれ
るの？故障時・災
害時の対応は？
万一、停電が発生した場合でも、

使用量が低くなる月が
多い方にオススメ

毎月、一定量をまとめ
買いして大きな割引
通信の「〇〇分間まで
通話無料」に近いサービス

定量分を超えても割引
なので安心

月間のご使用量が多い
ほど割引率がアップ
使用量が多い月がある
方にオススメ
月間の平均使用量が
600kwh超

毎月一定量をご使用の
方にオススメ
※契約アンペアが 30A 以上のお客様が対象となります。
（10A・20A は対象外となります）

従来通り、電力会社が故障・復
旧に当たります。非常時のお問
い合わせは、東燃ゼネラル石油
の電力サービスコールセンター
でもお受けできます。

スマートメーター
に変更しないと、
電力会 社から新
電力の切替えが
できないの？

きやすさは、これまでと全く同じです。東燃の

停電になる」ということは起こり得ません。お

だけで、
申込みが完了します。

たっぷりプラン
（kwh割）

安定性は従来と全く変わりません。停電の起

ップ供給されるので、
「新電力のお客様だけが

ネット・サイトで入力いただく

3プランからお選び頂けます

新電力に切り替えても電気の品質や信頼性・

発電所が止まっても、電力会社からバックア

にご記入いただくか、インター

※※燃料費調整額、再エネ割賦金を除きます。

ご使用量に関わらず、
定率で割引

切り替えたら停電
が起きやすくなっ
たりしないの？

い情報を「申込用紙」

電気料金が月額25,000円程度の場合※※
（契約容量10kVA月間電力使用量810kwhを想定）

まとめてプラン
（定量割）

※停電なしで交換する予定ですが、やむをえず
停電する場合は、電力会社から事前にその旨を
お知らせします。お客様の費用負担はありません。

お客様情報とお支払

約18,000円値下げ（税込）

標準プラン
（定率割）

ていますが、切替申込のタイミングで、ス

り替えられます。）

お手続きはカンタン。

店舗兼用住宅で美容院を経営しているCさん宅の場合
年間

ート（次世代）メーター」へ順次取り替え

ことがあります。
（古いメーターは早晩取

どんな手 続きが
必要なの？

電気料金が月額14,000円程度の場合※※
（契約アンペア60A月間電力使用量480kwhを想定）

例３

現在、電力会社が電気メーターを「スマ

マートメーターへの取り替えを実施する

東燃ゼネラル石
油」ってどんな会
社？

いる会社で、日本でも有数の石

家族４人 戸建でお住いのBさん宅の場合
年間

6099

のガソリンスタンドを運営して

約5,000円値下げ（税込）

電気料金が月額8,400円程度の場合※※
（契約アンペア40A月間電力使用量310kwhを想定）

例２

切り替え工事は必要？
停電とか起きないの？
費用はいくらかかるの？

「エッソ」
「モービル」
「ゼネラル」

家族２人 マンションでお住いのAさん宅の場合
年間

代理店
コード
お申し込みには代理店コードが必要です。

契 約 期間は？契
約解除はいつで
もできるの？途中
解約でペナルテ
ィが発生・・？

サービス提供はいつから？
2016年４月には
供給してもらえ
るの？

契約期間は 1 年ですが、途中解約

供給開始する予定

は出来ます。途中で他社に切り替

です。
ですが、当初は申込が殺到

えても、割増料金請求などのペナ

し、電力会社側の対応が間に合

ルティは発生しません。ただし、

わない恐れもあるため、実際の

新設設備を 1 年以内に撤去する

切替えは 2016 年４月から数ヶ

ような特殊ケースでは、電力会社

月遅れる（夏頃になる）場合があ

から追加請求されることがあり

ります。

2016 年４月か ら

月
年４
2016

ます。

スマートメーターの切替
えが終了していなくても、
電力会社から新電力の切
替えは可能です。切替え後にスマート
メーターへ更新する場合は、電力会社
から工事日時等の連絡があります。
お問い合わせはモテキ各担当まで・・・

太陽光パネルを設置してい
るけど、申込は可能？
割引サービスへのお申し込み
は可能です。太陽光発電の買
取は致しませんので、従来通
り、電力会社に売電ください。

0120-30-8000

富士の湧水を水素水ポケットに入れて飲もう！

金庫を買うなら！

ール
セ

トー
タ

ェア★
ルフ

第１弾！

金庫

家庭用の金庫というと、家の様々な災害に備え、大事なものを収納するために
買うというのが一般的ですが、ではなにを基準に選べば良いのか考えてみまし
ょう！金庫の判断基準である耐火性、防犯性はもちろん重要ですが、家具を買
うのと同じで、どこに置くのか、何を入れるのか考えて選ぶことも大切です。
それからロックシステム。鍵の管理や、暗証番号を覚えるのが苦手という方に
は、指紋照合式や、携帯電話を利用したICロックシステムなどが搭載された金
庫もあります。大事なものは金庫に入れて、安心な毎日を！

もの
おきたい
て
れ
入
金庫に

機能で選べるロックシステム
ダイヤル式

＋シリンダー式

ダブルロック

金庫といえばこのロック！長年の信頼性

ダイヤルを左右に回したり、番号を覚え
るのが大変そう？だから防犯性にに優れ
ているのです。泥棒に手間と時間を掛け
させます。

テンキー式

＋シリンダー式 ダブルロック

読みやすい大きなボタンでピッピッピッ！

電話と同じボタン配列で、2〜8 桁までの
自分の暗証番号を自由に設定でき、変更
も簡単です。
『 イタズラ防止機能』を搭載。
万 一 テ ン キ ー が 故 障し て も、非 常 開 錠
キーで開けることができます。

シリンダー式

ピッキングが困難で防犯に強いディンプル

まず現金や有価証券、通帳やカードな

鍵を差し込み回すだけで、誰でも操作で
きるシンプルロック。鍵は裏表がないリ
バーシブルで、向きを気にせず差し込め
ます。また、複 製は 極めて難しく、安全
性に優れています。

ど、もし火災にあったら燃えてしまう
ものです。この他にも、燃えたら困る重
要なものはいっぱいありますね。権利
書や契約書、遺言書などもそうです。
普段使うことはないけれどちゃんと管
理しておかなければならないものな

指紋照合式

＋シリンダー式 ダブルロック

音と光で簡単操作。10指まで登録できる！
指 紋 認 証 に は、コン パ クト な 指 紋 リー
ダーで多くの指紋情報を読み込める「ス
ライド式」を採用。人数や指の種類を問
わず、10 指までの登録が可能です。

マグロック式

磁気を応用したピタッとロック機能！

マ グ ネ ット の 特 性 を 利 用し て、錠 前 に
キーを当てるだけで簡単に開きます。鍵
の磁気は半永久的で、鍵違いは無制限に
近く安心してご利用いただけます。

警報装置

ダイヤル式／テンキー式のみ対応

金庫持ち去りや扉こじ開け行為に反応！

アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装
置が搭載されています。衝撃や振動、傾
きを感知して、95〜100db の警報音（ブ
ザー）で異常を知らせます。

ものです。宝石貴金属は現金化しやす
いので、高価なものは金庫に入れるこ
とです。また、重要な情報が入っている
CD や DVD、家族の思い出の詰まった
すね。

か︖

モテキ特価

¥40,000

（税別）

山景観形成地域内の地下200mを

蓄積された「活性酸素」と体内で

超える深井戸より採取しています。

結びつき、汗や尿などになって体

ミネラル成分が豊富に含まれた玄

の外へ排出してくれる役割が期待

武岩属で長い年月をかけて、じっく

されています。

り育まれた天然水、やわらかな口
当たりの軟水なので飲みやすい。

水で健康

水素入りナチュラルミネラルウォーターで安全・安心・健康的な毎日を！
酸素は人が生きていくために欠かせないものです。しかし、
この酸素がちょっとしたきっかけで「活
性酸素」というものに変化します。もともと活性酸素は必要な成分ですが、余分な活性酸素は正
常な細胞にダメージを与えてしまい、老化や万病の原因とも言われています。

12ℓ２個プレゼント

した

¥73,700（税別）

素」のことを言います。「水素」は

設置月無料

知で

※トレー内寸：W344×D214×H42(mm)

ラルミネラルウォーターです。富士

サーバー使用料

「いちねん割」適用で

EIKO

半永久的に使えると思われがちな
金庫ですが、金庫には耐火性能の
有効耐用年数があります。日本セ
ーフ・ファニチュア連合会では、有
効耐用年数は20年が目安としてい
ます。20年以上使っていたら、そ
ろそろ買い替えをおすすめします。

※別途、配送費・設置費がかかります。

OSS-E

JAN4942988 213118

外寸
内寸
有効間口
質量
内容積
付属品

W484×D429×H372(mm)
W354×D257×H214(mm)
W324×D257×H214(mm)
56kg
19.5ℓ
トレー１枚、単３形乾電池４本

※トレー内寸：W344×D214×H42(mm)

¥31,000

（税別）

※別途、配送費・設置費がかかります。
※耐火性能の有効耐用年数については、金庫の設置環境や
使用条件などによって変わります。（日セフ連）

毎月２個、
1 年間定期購入申し込みが必要です。

JAN4942988 600260

外寸
内寸
有効間口
質量
内容積
付属品

W484×D489×H372(mm)
W354×D254×H214(mm)
W324×D258×H214(mm)
60kg
19.5ℓ
トレー１枚

¥78,000（税別）

¥76,600（税別）
モテキ特価

サーバー実質無料に！

EIKO

SS-PK

W484×D432×H372(mm)
W354×D257×H214(mm)
W324×D257×H214(mm)
58kg
19.5ℓ
トレー４枚

溶存水素は、水に溶けている「水

ご契約キャンペーン実施中！

ご存

外寸
内寸
有効間口
質量
内容積
付属品

「富士の湧水」は正真正銘ナチュ

ボトル

テンキー式

SSM-4N

JAN4942988 025520

水素水

EIKO のおすすめ金庫

マグロック式

EIKO

富士の湧水

どです。それから泥棒に狙われやすい

記録媒体も保管しておきたいもので

売れ筋！

富士の湧水をボトルに注いで、わずか１０分！
水素入りナチュラルミネラルウォーターの完成

モテキ特価

¥49,000

（税別）

※別途、配送費・設置費がかかります。

※配送費・取付工事費が別途かかります。（軒先き渡しと設置までの配送で料金が異なります。）

冷・温両用国産ウォーターサーバー【床置型】
月額使用料

762 円 + 消費税

◎簡単に分解して洗えるので
いつも清潔！
◎１回の充電３時間で
30〜40回分の水素水が
作れます！しかも充電は
1 回わずか 0.2 円！
寸法／直径 77φ 高さ 186(mm)
本体重量：200g
容量：350cc
電源：AC アダブター ( 入力 0.15A 出力 0.5A)

「富士の湧水」D パック 宅配無料

12ℓ 1,524 円 + 消費税
８ℓ 1,334 円 + 消費税
お問い合わせはモテキ各担当まで・・・

希望小売価格 50,000 円
0120-30-8000

+ 消費税

