お客様とモテキをつなぐコミュニケーションペーパー

お客様を
紹介します。
お重もいいけど、お皿もね！
盛り付けで変わる「おせち料理」

お正月といえば『おせち』ですが、おせち料理を自宅で作る…・という家
庭も減少。ほとんどのおせち料理はスーパーなどで買えるようになりました。
でも、「うちには重箱もないし、何を用意していいのかわからない」という方
のために、今ブームの『ワンプレートおせち』をご紹介します。

伝統的なおせち料理の中から、好きなものを選んで！
【数の子】子宝に恵まれ、子孫繁栄

【ちょろぎ】長寿を願う

【田作り】豊作祈願の料理

【海老】腰が曲がるまで長生きできるように

【黒豆】まめに働き、まめに暮らせるように

【れんこん】将来の見通しがきくように

【たたきごぼう】たたいて身を開き開運を願う 【里芋】子芋がたくさんつくことから、子孫繁栄

祝い肴３種

数の子・田作り・黒豆の「祝い肴３種」と言われる、
この３つが揃えば形ができます。

【八つ頭】頭となって出世をするように

【伊達巻】知識や文化の発達を願う

【くわい】大きな芽が出て「めでたい」、子孫繁栄

【昆布巻】「喜ぶ」にかけて

【ごぼう】根を深く張り代々続く

【栗きんとん】「勝ち栗」と呼ばれる縁起もの
たらこ

かまぼこ

【紅白かまぼこ】紅白でめでたい

栗きんとん

ちくわ で 門 松を
作って飾ると、お
せち料理でなくて
も、グッと正月ら
しくなります。ぜ
ひ作ってみてね！

伊達巻
黒豆
田作り

数の子

昆布巻き

同じものを盛り付けても、器で印象が
変わりませんか？上はいちごの柄の
プラスチックのプレートです。黒豆はぐ
い呑グラスに入れ、その器を囲んで、
一人前ずつ盛り付けます。家族が食べ
られる料理を食べられる量だけ。重箱
におせちを詰めるより、ワンプレートに
盛り付ける方が簡単で、食べ残しもあ
りません。

祝い肴３種の他に、栗きんとん、海老
塩焼き、伊達巻、かまぼこ、昆布巻きを
盛り付け、
レンコン、人参、
こんにゃくの
煮物も一緒に盛り付けました。南天の
葉と紅い実がで正月らしさを演出。一
人前のおせちです。お雑煮といっしょ
に召し上がれ。

ちくわの門松を飾れば
一気に気分はお正月
ちくわの切り口を斜めに切り、塩茹でし
たインゲンまたはアスパラを 3 本差し
込み、塩茹でしたブロッコリーをインゲ
ンの前面に差し込みます。最後にカニ
カマをちくわに巻き付けて完成です。

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 2017.vol.50

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

（植木雄一 吉田真悟 梶塚卓也 唐沢孝光 箱田康平）

+
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モテキ暖房フェア 2017
ドライホットを設置すると・・

浴室暖房乾燥機
浴室に暖房機を設置するだけ…
温風で温めてくれます。

ぽか
ぽか

おふろで衣類乾燥。
浴室や衣類が乾燥すると、温度センサーが感知して自
動ストップ！

ミスト

ミストサウナでマイホームエステ！
ミストと暖房が浴室を温かく高温度の状態に保つので、
老廃物を排出し、保湿効果も！！

シンプルタイプは
こちら⇒⇒⇒

２

¥240,000

本体／ BDV-4105WKNS
施工セット／ DH3-4

（税込）

熱源機／ GH-712W

¥170,000

（税込）

足元からぽっかぽか♪お部屋全体をあたためます。
８畳プラン例 ⇒ 床上設置 MD-XE シリーズ
仕上げ材（フローリング）
＋床暖房リモコン＋温水マット＋必要部材＋熱源機
（GH-712W）
＋施工費込み

ガスだから、面倒な燃料補給の手間もか
かりません。

スピーディ！

スイッチ ON から、わずか 5 秒でぽかぽ
か温風！！

セーフティ！

万一本体が倒れても自動的にすばやく
ガスをカット！

快適！

快適さそのままに、エコ運転で経済的！

たりするため、心臓や脳に大きな負担がかかることで起き
ます。高齢者や血圧の高い方は特に注意が必要です。

温度差によって変動する血圧イメージ

入浴するときの注意点
湯温は 41℃以下に設定

寒いからといって急に熱いお風呂に入ってしまうのは要注意
です。湯温は室内や脱衣所とお風呂の温度差が 10℃以上開
かないように 41℃以下に設定しましょう。熱いお湯は、血圧と
心拍数が急激に上昇し、ヒートショックが起こりやすくなります。

※上記金額は一例です。現場ごとに工事費・部材及び工期が変わりますので、
お見積りは、モテキ担当者までお気軽にお問い合わせください。

食後は血圧が下がりやすくなるため、食事をとる前に入浴す
るのがヒートショック対策には効果的です。どうしても食後に入
浴する場合は、食事後 1 時間以上たってからにしましょう。
（飲酒後は、２時間以上たってから入浴しましょう）

入浴による発汗で体内の水分が失われてしまうのを防ぐため
に、入浴前後には水分を補給するようにしましょう。体内の水
分が失われると、血液がドロドロになってしまい、心筋梗塞や
脳梗塞を起こしやすくなります。

高齢者に一番風呂はすすめない

ガスファンヒーター
GFH-5802S-W5

パクト
軽量コン

木造／15畳 コンクリート／21畳

木造／９畳 コンクリート／12畳

モテキ特価

モテキ特価

¥19,440（税込）

¥38,880（税込）
パクト
軽量コン

ガスストーブ
R-652PMSⅢ

ず
電気いら

ガスファンヒーター
GFH-4004S-W5

木造／10畳 コンクリート／14畳

モテキ特価

¥18,360（税込）
※ガスファンヒーターを使うためには、部屋にガス栓があることが前提です。また、適切な長さのガスコードも必要です。

血圧値
150
140
130
120
110
100
90

●

●

●

暖かい室内

寒い脱衣室

血圧安定

血管が縮んで
血圧上昇

更に寒い浴室
血圧が
さらに上昇

熱めの浴槽内
血管が広がり
血圧低下

入浴は夕食前に

入浴前後にコップ一杯の水分を補給しましょう

¥ 398,000（税込）

温水マットパネル

ガスファンヒーター４つの特徴
かんたん！

も多く、温度の変化により急激に血圧が上昇したり下降し

本体／ BDV-M4105WKNS 熱源機／ GH-712W

仕上げ用フローリング

ガスファンヒーター

います。その原因は、脳梗塞や心筋梗塞での死亡がもっと

施工セット／ DH3-7

標準取付工事費込

既存の床

に多く、年間約 19,000 人の方が、入浴中の事故にあわれて

ドライホット

標準取付工事費込

プチリフォームしませんか？

ク」。急激な温度変化が体に及ぼす影響のことで、寒い時期

わずか 15 分で浴室は 35 度に！

浴室乾燥

１

わずか１日のスピード施工

この季節になると注意しなければならない「ヒートショッ

暖房機能で寒い冬もあたたか入浴。
急激な温度変化によるヒートショックを予防します。

浴室暖房

温水式床暖房

ヒートショックに気をつけて！

一番風呂はお湯も入れたてで熱く、浴室も冷え切った状態で
す。2 番風呂以降ならば浴室は温まり、お湯もちょうど良い湯
加減になると思います。

高齢者や高血圧の人が入浴中は、
時々声掛けをしましょう

もし、家族が浴室で発作を起こ
してしまった場合は、発見がおく
れると非常に危険な状態となり
ます。高齢者が１人で入浴す
る場合は、家族が時々声を
かけるようにしましょう。

ヒートショックの予防と対策
部屋の温度差をなくす

ヒートショックは主に部屋ごと
の温度差によって起こります。そ
のため、部屋間の温度差をなく
すことが、ヒートショックの予防
に繋がります。寒い脱衣室には
暖房器具を置いて暖かくし、浴
室に暖房器具がない場合は、浴槽にお湯を溜めるときに、シャ
ワーを使って高い位置から浴槽に注ぎましょう。そうすれば、
浴室内全体を早く温めることができます。また、前もって浴槽
のフタを開けておいても、浴室を温めることができます。

寒いトイレにも暖房を

ヒートショックは寒いトイレでもおこる危険があります。特に
高齢者はトイレが近い人が多いので、できれば寝室はトイレに
近い部屋にしましょう。
今では、安全で設置が簡単なトイレ用の暖房器具も発売さ
れています。コンセントがなくても、狭くても設置できる
「ヒーター
一体型の天井照明」もありますので、購入出来るものや、設置
できるものは、早めに準備しておきましょう。

もうすぐお正月！
そろそろ「大掃除」を考えているご家庭も多いはず。
換気扇やお風呂場など・・・水回りのお掃除は毎年しているのに
気になってはいるけれど自分ではなかなかできない・・？
日本独特の障子やふすま、畳の張替え。
現在では、手入れの楽な新素材で
張替えも入れ替えもできるんです！

ふすまや障子の張替えしてますか？

押入れに多く使われてきた「ふすま」ですが、
ふすまは、ふすま紙を張替えることで、部屋のイメージを
変えることができるようになりました。
和室にあう＂ふすま＂、可愛い子供部屋の＂ふすま＂
壁紙と同様に、ふすま紙を変えるだけで
部屋の表情が変わります。

ふすま

畳と襖
畳の張替え方法は
『表替え』『裏返し』『新畳』があります。
どんな時に、どんな方法が最適なのか・・
畳の状態に合わせ張替えをします。

0120-30-8000

までどうぞ！

畳の手入れを何年もしていません。踏むと沈
んだり、フワフワしているような気がします。

詳しくは担当者へお問い合わせください。

0120-30-8000

初めまして！

た む ら け い

田村 圭です︒

新 入 社 員 の 田 村 圭 と 申 し ま す︒９

月 に 入 社 し ま し た︒ま だ ま だ 全 て に

お い て 不 慣 れ で︑覚 え る こ と も 多 く︑

毎日が勉強の日々です︒

現在は先輩や上司に同行させてい

た だ き︑営 業 活 動 の や り 方 を 学 ん だ

り︑担当地区のお客様へご挨拶に伺っ

た り し て い ま す︒こ れ か ら も 多 く の

商 品 知 識 や 技 術 力 を 身 に つ け︑お 客

様のあらゆるニーズに応えられるよ

※上記金額は、通常五八サイズ（巾）88cm×（丈）176cm です。
本間サイズ（巾）91~95cm×（丈）181~191cm の場合、おもて替 1,000 円、新畳 2,000 円アップします。
※半畳は１畳の７割で承ります。 ※古畳の引取り、処分手数料は１枚につき 1,728 円（税込）かかります。
※寸法取り、お見積りは、無料ですのでお気軽にご相談ください。

（税込）

う 努 力 し︑皆 様 か ら 信 頼 し て い た だ

新畳

（税込）

ける営業マンになれるよう頑張って

（税込）

¥5,400
¥9,720

いきます︒

おもて替

学生時代はサッカーに打ち込んで

（税込）

いました︒今でも週末は仲間と集まっ

新畳

子供部屋に最適
汚れやすいお部屋に
中国産糸引表

てサッカーやフットサルをして汗を

（税込）

¥6,480
¥10,800

新入社員紹介
流しています︒

おもて替

¥3,240（税込）

¥4,320（税込）
破れにくく、水にも強い！
タフトップタイプ

これからも仕事や趣味を充実させ

新畳

（税込）

梅

色は、黒 or グレー

障子（タフトップ）

¥3,240（税込）

て い き た い と 思 い ま す︒ど う ぞ よ ろ

（税込）

¥7,560
¥12,960

竹

一般住宅用に使われる
安定した畳表です
中国産麻引表

¥3,240（税込）

ふすま（標準）

しくお願いいたします︒

新畳

おもて替

¥4,320

●

網戸の張替えもして
います。一緒にどうぞ！

障子（標準）

（税込）

細かいホコリも取り除くことができる掃除機で
の掃除はおすすめですが、畳表を傷つけない
ように、畳の目に沿ってゆっくりと全体的にか
けるようにしてください。汚れが落ちない時は
固く絞った雑巾で畳目に沿って水拭きし、その
あとで乾拭きしてください。

適度な厚みと高級感があり
客間に向いています
国産い草

（税込）

● ふすま（錦糸入り）

こんな時は

この状態は、表面だけなのか中まで傷んでし
まったのか、見ないとわかりませんが、古く
なった畳を新しくするとお部屋の雰囲気が明
るくなるだけでなく、「い草」の香りによるリ
ラックス効果も期待できます。

¥8,640
¥14,040

本ふすま＝組みふすまとも呼ばれ従来からあるふすまです。張替えの即効性があります。
板ふすま＝組子にベニヤ板が貼ってあります。丈夫ですが枠が外せません。
発泡プラスチックふすま・ダンボールふすま＝それぞれの芯材にプラスチックの発泡体とダ
ンボールが使われています。共に、強度が弱い、張替えに難点があります。

普段、洋間も和室も同じように掃除機をかけ
るだけですが、畳のお手入れは必要ですか？

こうなった時は

施工例

ふすまの種類

軽いカビならエタノールをスプレーで直接カビ
に吹きかけ、乾拭きしてください。黒カビな
ら酸素系漂白剤と重曹も有効です。畳は水分
を吸収しますので、天気の良い日は窓を開け、
換気をしたり、陽に当てるなどしてください。
カビ防止にもなります。

４〜５年の間一度も張替えはしていませんが、
家具を引きずったため、畳表がボロボロになっ
て、掃除をしてもカスが洋服につきます。表
替えでキレイになりますか？

おもて替

ふすまの標準サイズ

（巾）90cm 前後、
（丈）170 〜 180cm 前後のものが標準サイズです。
ふすまは部屋に合わせてオーダーメイドで作られていることも多く、サイズも多種多様です。
また、ふすまの種類によっては張替えが難しい場合もあります。

こんな時は

芯まで劣化が進んでいる可能性があります。
その場合は表替えだけでは無理かもしれま
せん。畳は表替えや裏返しなどしていても、
10〜20 年使用した場合、新畳との交換をオ
ススメします。

松

ふすま・障子の張替え費用

今年の夏は、雨が多く湿気が多かったせいか
「カビ」が生えてしまい、拭いてもなかなか
取れない。

こうなった時は

特

こんな
ボロボロになっても
張替えはできますよ！
障子も、水拭きできる
障子紙あります

掲載商品の
お問い合わせは
フリーダイヤル

張替えのタイミング「Q&A」

高級感にあふれています
一番大切なお部屋にどうぞ
国産備後表使用

※写真はイメージです。

お歳暮にハムが選ばれる理由
お歳暮選びは、お世話になった方に一年の感謝の気持ち
を込めて贈る大事なもの。
最近では、商品券・ギフト券、カタログギフトなどが上位を
占めるようになりました。
それでも食品で根強い人気・定番
のお歳暮となれば、王道のハムは外せない一品です。
年末年
始は来客が多い時期。
切って出すだけで格好のおつまみに
なるハムはとても便利です。

簡単に食べられる！ 種類が豊富！
みんなが好き！

賞味期限が長い！

パズルに答えて右の賞品をもらおう！

20 名様に
プレゼント！

●次のクロスワードパズルを解いてください。
下記回答欄は、全てのマスを埋めてください。
また、答え欄には
内の文字を組み合わせて
できる単語を記入してください。

お歳暮は
「高崎ハム」
を
モテキの特別価格は、
定価の３０％off

クロスワードパズル
火元の壁や床に投げつければ
女性でも手軽に瞬時に消火！

答えヒント！ 栄養として欠かせない脂肪酸

《タテのカギ》

（１） 飛行機やバス、電車などの総称。
（２）１２月は○○○○○の会で忙しくなります。
（３） 年をとると、顔の○○○○線が気になります。
（４） 貸した金、
○○つけてきっちり返してもらおうか。
（６） 掃除ロボットを使えば、
○○掃除も簡単。
（９） 奥様の別の呼び方。お金持ちっぽいイメージがある言葉。
(10) ○○は熱いうちに打て。
(11) 都会に乱立する高層○○。 応募締切り

ポークの旨味『マイスター』
人気の３種類を詰め合わせ

語り継がれる味自慢
国産豚肉使用『谷川岳』

１月末日

《ヨコのカギ》

（１）画面の大きいデスクトップパソコン、持ち運び便利な○○○パソコン。
（３）○○ごたつなら、椅子に座る姿勢でこたつに入ることができる。
（５）今月の経常○○○○は、外国人旅行客の増加で黒字になりそうだ。
（７）交渉の結論は出ないまま、○○○○○に終わる。
(８) ○○、何時？
(10) 娯楽の多様化により、○○○の視聴率も低下傾向にある。
(12) 人気のお店に長い○○ができた。
(13) 一つの住居で、部屋ごとに分かれて生活することを○○○シェアと呼ぶ。

※応募者多数の場合は抽選となります。
※一家族一台限り
（モテキのお客様に限ります）

crosswordpuzzle

crosswordpuzzle

※当選者の発表は、
ecomo 紙上で随時発表致します。

￥3,024

答え

贈り物から普段使いに
上州牛『ローストビーフ』

62

円切手を貼って

投函してください

￥3,780

特別価格
（税込）

酸

きりとり

特別価格
（税込）

1

「広がる味わい・広がる信頼」
という意味が込められた『末広』

2

10

５

6

￥2,268

お歳暮のご用命はぜひ！モテキへ

一般的にはデパートなどに頼む方が多いと思いますが、当社は
地元ブランド「高崎ハム」を定価の３割引で取り扱っております。
また、担当者がご自宅までカタログを持ってお伺い致しますので、
ご注文の際はお気軽にお問い合わせください。

0120-30-8000

株式会社モテキ
ライフアップ事業部
クロスワードパズル係御中

この部分をはがきとして利用する場合は
切り取り線を切り、
中央を山折りして
裏部分を糊で貼り、
切手を貼って投函してください。

FAX で送る場合

FAX:027-323-8439
メールで送る場合

info@moteki-ltd.co.jp

10

山おり

きりとり

3,024
￥4,536

特別価格
（税込）
￥
特別価格
（税込）

特別価格
（税込）

4
４

８

９

7

高崎市上豊岡町５５４１２

お歳暮を頼むなら・・・

3

12

裏側を
貼り合わせる

9

11

9

13

