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年末の大掃除、もう予定は立てていますか？
できるだけ手間を省いて家をきれいに保ちたい……。

そんなあなたの希望に応える商品を紹介します！
コロナ禍でおうち時間が増えたからこそ、きれいな空間をキープして、 

気持ちよく新年を迎えてはいかがでしょうか？

「自動できれい除菌水」とは、水に含まれる塩化物イ
オンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）
を含む水です。除菌・分解・漂白の性質を持ちます。 洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るので環境にも安心です。

簡単・手軽にきれいをキープ！

今どきの最新設備
衛生的な空間づくり

自動できれい除菌水

洗面化粧台

自ら自動で
生成

水滴に空気を含ませ、一粒を大粒化。節水もしな
がら、しっかり洗えます。水を年間約 20％節水。  
４人家族で１か月約 40 円！洗剤使用量が減り、お
財布と地球環境にも優しい。

▼機構断面イメージ図

節水

洗剤や薬品は
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歯ブラシきれい・排水口キレイ

「きれい除菌水」が便器やノズルを自動で除菌。使うたびに目に見
えない菌や汚れを分解し、黒ずみ汚れを抑えてキレイが長持ち。
トイレ使用後と、８時間使用しないときには「きれい除菌水」のミ
ストを自動で便器やボウル面に吹きかけるので、使わない時間も

トイレトイレ

1回あたり13Lまたは8Lの水が必要だった従来便
器に比べ、TOTOは3.8Lと大幅な節水を実現。これ

便器きれい・ノズルきれい
トイレ オート開閉

節水型トイレ

ゴミを捨てて水洗いし「きれい除菌
水」をふきかければ、ぬめりの気に
なる網かごもキレイが長持ち。まな
板・包丁・ふきんなど衛生的に使
いたいキッチン用品にも！水から生
まれたきれい除菌水なら金属の包
丁にも安心して使えます。まな板や
ふきんのにおいや黄ばみを抑制。最
終使用から約８時間後の自動噴霧
の設定も可能です（定期ミスト）。

人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉。
非接触の他に、腰への負担低減、閉め忘れ
防止による暖房便座の保温性を向上。

キッチン
洗面化粧台 フィットスイッチユニット

足で吐水・止水が操作できるラクラクスイッチ。両手がふさがってい
ても簡単操作。レバーに手を伸ばす必要がなく、タイミングよく吐止水
ができ、手指の非接触操作と、節水を実現。

キッチンキッチン

お風呂

幅広シャワーでサッと流せる！水に空気を含
ませるエアイン技術で、約 37％の節水に。非
接触型が嬉しい「フィットスイッチ」もライン
ナップ。４人家族で１か月約 35 円！洗剤使用
量が減ることでお財布にも環境にも◎！

リモコンのボタン一つで、①水道水
でワイパーのように角質や皮脂汚れ
を洗い流し、②「きれい除菌水」で除
菌仕上げ！カビやピンク汚れの発生
を抑え、衛生的でお掃除もラクに。
カウンター下の隅も、排水口周りや
浴槽の立ち上がりも、届きにくい床
の隅も、汚れが気になるエリアを
しっかり洗浄。床掃除の回数も減っ
て腰への負担も軽減。

ウェーブ・スプレー２つの水流で、従来より約
35％の節水と軽快な浴び心地を両立！
1日の終りに1回利用でわずか11円、1か月
約330円！

お家の様々な

お悩みを解決！

自動できれい除菌水の３つの特徴

除菌 節水網かごきれい エアイン水ほうき水栓

節水

床ワイパー洗浄

コンフォートウェーブシャワー
「きれい除菌水」をボタン一つでふきかけ、

排水口の汚れ・菌を抑えお掃除もラクに！
排水口のヌメリを抑え、綺麗な状態が長
持ちします。歯ブラシにもオススメ！
洗浄と除菌が可能です。未使用でも８時
間おきに自動で噴霧し、綺麗を長持ちさ
せます。

自動で綺麗な状態をキープしてくれます。
ノズルは、内側も外側も通水路まで自動
で洗浄・除菌！使用していないときも定
期的に洗浄します。また、トイレで気に
なるニオイを２つの機能で軽減。空間の

継続的なニオイと、使用直後の瞬間的なニオイを
抑えることで、効果的に脱臭します。

まで通りに使うだけで、
節水・節約に！4人家族で
１か月約12円！洗剤使用
量が減り、お財布と地球
環境にも嬉しいポイント。

除菌

除菌

効果大！おすすめ活用場所

除菌

節水
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なとりりんくう展示場の２階バルコニー床をFRP仕
上げからバルカンデッキ敷きにリニューアル！屋根
付きのカバードデッキ風にすることで屋外でもカ
フェなどを気軽に楽しめる空間になりました。

バルカンデッキ材は他の木
材と比べてとても軽く、加
工もしやすいため苦労した
点はありませんでした！

室内の床と同じトーンの
色にすることで統一感
と、室内から見たときの広
がり感を意識しました。

お客様にはあえてスリッパ無しでご体感いた

だくことでバルカンデッキのぬくもりある肌

触りを気に入っていただけました！

場所：株式会社ヘリテージホーム なとりりんくう展示場 ２階（宮城県名取市）
工期：２０２０年１０月５日～６日

お客様へのメッセージ

苦労した点

案件の概要

株式会社フォレスティ峯岸の阿部さんからカタログ
やサンプル材を届けていただき、直接肌触りや風合
いなどを確認させてもらったところとても気に入
り、バルカンデッキを選びました。また、雨などにあ
たってもシミにならず、すぐに乾くのも嬉しいポイン
トです。

バルカンデッキを選んだ理由

こだわった点

▲カフェスぺースにもうってつけ！

床材をバルカンデッキに変更した株式会社ヘリテージホームなとりりんくう展示場の２階スペース！
その詳細について株式会社ヘリテージホーム仙台支店の原支店長に伺いました！

趣 味
休 日 の 過 ご し 方
お気に入りの仕事のおとも
座 右 の 銘
一 言 コ メ ン ト

フットサル(しばらく行けていません)
主に公園で子どもと遊んで過ごしています
コーヒー、龍角散のど飴
勇気
東レグループの会社で床断熱材と透湿防水シートが得意なメーカーです。
スピーディーな対応でお客様に喜んでいただける商品を提案いたします！

：
：
：
：

自
己
紹
介

ＭＳフォームはビーズ法ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)で空気断熱をしてい
るため、長期間での断熱性能の劣化が少ないのが特徴です。
フルプレカットで現場納品を行うことで、省施工とゴミ削減が可能です。現場でのゴ
ミ削減だけでなく、当社工場内でカット時の端材もリサイクルを行っており、環境に
やさしい商品です。また、岩手県、山形県に加工拠点があり素早い対応が可能です。

商 品 紹 介

商 品 紹 介

商 品 紹 介

床断熱材 ＭＳフォーム
フルプレカットサービス

現場のゴミ削減にうってつけ！

1

当社で原料の扱いがあり、材工で販売しています。

施工する職人が決まっており、安定した品質での施工が可能です。

ＭＳフォームとのセットの使用がおすすめです！

高気密高断熱住宅にピッタリ

2

JIS A6111:2016の耐久性Ⅲ-1（50年相当）という耐久性能を持った透湿防水シートです。
防水性能を長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。防水性を高めたい
というニーズが増えており、特に受注が増えている商品です。

ＳＵＰＥＲコートＥＸ
優秀な高耐久・透湿防水性能がポイント！3

現場発泡吹付硬質
ウレタンフォーム

今回は、
一村産業株式会社
東北営業所 副所長の

萬田大さんが
おすすめ商品を
教えてくださいました！
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なかなか飲み歩けない昨今、家飲み向けにちょっと
高級なチーズはいかがでしょうか？
まるでバターのようなコクで、癖がなくとっても濃厚
です（ただし、カロリーも濃厚です）。

これ食べて！これ食べて！

フランス産
白カビチーズ
サンタンドレ

「お取り寄せ」で、ちょっとリッチで幸せなひとときを。
今回は大場さんと門間さんのおすすめ商品をご紹介！

お取り寄せグルメ紀行

本場フランス産！

白カビタイプが苦手
な方や

食べ慣れていないと
いう

人にもおすすめ。

クリーミーで口の中
で溶けて

いくような滑らかさ
が特徴です。

大場康治さん
イチ押し！

明太子を日本で初めて販売したの
はこのふくやさんです。辛さがレギュ
ラーとマイルド、激辛と選べるので
お好みのものをどうぞ！

本場の味を手軽に　
　　　

　　家庭で味わえる
！

ご飯がもう止まらな
い……。

着色有無や辛さも　

好みに合わせてセレ
クト可能です！

門間長裕さん
イチ押し！

〒810-8629 
福岡県福岡市博多区
中洲2-6-10
TEL：092-261-2981

博多中洲 ふくや
味の明太子

どんなお酒にも合いますし、ドライ
フルーツをトッピングすればちょっ
とおしゃれなデザートの出来上が
りです。ぜひお試しください。

ご注文は
こちらから
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ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染
し、主な症状は腹痛、下痢、嘔吐などです。一年を通
して発生するものの、特に冬期に流行します。
乾燥や熱にも強いうえに感染力が非常に強く、少量
のウイルスでも感染・発症することが特徴です。

インフルエンザは38度以上の高熱が出
る確率が高い一方で、新型コロナウイル
スでは、37.5度以上を発熱の目安とする
という程度で、インフルエンザ程の高熱
が出ることが少ないのが特徴です。

納豆・ヨーグルト・キムチ・味噌などに代表され
る発酵食品には、善玉菌を増やす働きがあり、
免疫力を高める食事の基本と言えます。一日
一品を目安として、毎日取り入れたい食品です。

今回紹介した食品を取り入れることも大事ですが、より免疫力を高めるためにも適度な運動で代謝を
上げたり、しっかりと睡眠を取ることも重要です。ぜひこの記事を参考に、健康を維持していきましょう！

まずは手洗いを励行することが大切です。手指に付
着したノロウイルスは適切な手洗いによって洗い流す
ことができます。外出後、食事前、調理前など、石鹸
か手指消毒剤を用いて、水道水で30秒以上流すよう
にしましょう！また、食材の洗浄や食器の熱消毒も有
効です。ただしノロウイルスは耐熱性があるので、90
秒以上の煮沸が必要です。

飛沫や接触で感染します。
突然、急激に体調が悪くなることが大きな特徴で38度
以上の発熱、関節痛、咳、鼻水などの症状が現れます。

ノロウイルスと同様、手洗いを徹底しましょう。また、
飛沫感染するインフルエンザでは、うがいも大切な

寒い冬の時期には要注意
・・・

感 染 症 に
ご 用 心 ！

ノロウイルス

熱

発酵食品
オリゴ糖は善玉菌の1つである
ビフィズス菌のエサとなること

オリゴ糖を含む食品

新型コロナウイルスは呼吸器感染症とい
われていることもあり、呼吸器症状がメイ
ンで見られます。そのため、咳や呼吸困難
感など呼吸器系の症状が強く出ていると
いう場合には、新型コロナウイルス感染を
考えておくとよいでしょう。

呼吸器の異常

インフルエンザと新型コロナの見極め方

予 防 法

似てるけど違う!?

予 防 法

インフルエンザ

新型コロナの流行も落ち着かない今日このごろですが、
これからの時期は食中毒やインフルエンザが流行する
季節でもあります。それらのウイルスについてよく知り、
予防に役立てていきましょう！

ウイルス
を

  撃退！ 免疫力UP！おすすめ食品免疫力UP！おすすめ食品

ただし、あくまでこれらは目安ですので、判断に迷ったら医療機関で検査を受けるようにしましょう！

予防法です。外出時のマス
ク着用や、加湿器の使用
で部屋の湿度を調節する
のも◎。流行時は、人混み
や繁華街への外出を避け
ることも有効です。

で、善玉菌の増加に役立ち、玉ねぎ・ごぼう・バナナ・
大豆製品などに多く含まれます。
一日の目安量は2～10gですが、急に摂るとお腹が緩く
なることもあるため、様子を見ながら摂取しましょう。
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