“つくれる文具屋さん”の木阪賞文堂がお届けする
輝くステキな女性にささげる、ミニ情報誌です。
2011.8～9月号

発行

回覧
切って驚く「飾り巻き寿司」
家に招いたお客様に、持ち寄りパーティーに、イベント
時のお弁当など、
「ここ一番！」という時に作れると、注目
度１００％で盛り上がる「飾り巻き寿司」。食べてしまうの
がもったいないほどの美しい飾り巻き寿司は、もはやアー
トと言えるかもしれませんね。本を買って自分で練習する

いくつかのコツを覚えれば、シンプルな飾り巻き寿司なら

のもよし、お料理教室での講習に参加するのもよし。ぜひ

初めてでも２時間程度でできるそうですよ。色どり美し

挑戦してみましょう！

く、しかも食べて美味しい飾り巻き寿司があれば、みんな

手順としては意外と簡単。あらかじめ、たらこ、卵焼き、

の笑顔が一層ほころぶでしょう！そんな様子を思い浮か

紅ショウガ、おぼろ（でんぶ）
、野沢菜など家庭によくある

べながら練習すれば、不器用さんだってきっと上手に巻け

材料を用意してパーツを作ります。そのパーツを出来上が

るようになるはずですよ。実は寿司職人養成学校「東京す

りをイメージしながら集めて海苔巻きに組み立てます。最

しアカデミー」では、飾り巻き寿司技能試験が１～３級ま

後に海苔巻きを適度な厚みに切ってできあがり！材料は

であり、専門の講座もあるそうです。趣味だけで終わらず、

はじめに計量器を使ってしっかり測っておく、外側に巻く

極めれば本格的に飾り巻き寿司職人としての仕事にも結

ご飯はふんわりさせたほうが美味しく仕上がる・・・など

び付くかもしれない、魅力的なものなのです。

パートナーを素敵にしてあげましょ♪
クールビズという言葉が生まれ、男性に

えって太って見えてしまいます。クールビ

は、今までのネクタイにスーツという無難

ズでは第一ボタンは留めなくてもよいの

な組み合わせとは一味違うファッション

で、少々首回りがきつくても体型にピッタ

が求められるようになりました。お洒落に

リと合ったシャツを試着して、見た目を比

は興味あるけれど、デパートで服を選ぶの

べてみてください。また、いつも白いシャ

がちょっと苦手というパートナーのため

ツを着ている方は、ごく薄いピンクや、ス

に、いっしょに“お買い物デート”に出か

モーキーなブルーなど、色みを楽しんでみ

けてはいかがでしょう？男性ファッショ

ましょう。しだいに、明るめのグレーのパ

ンで気をつけてほしいのは「きちんと感」

ンツや、茶色の靴など、全身のお洒落に挑

です。それにはサイズが重要。ありがちな

戦したくなってくるかもしれません。「旦

のは、体型をごまかそうとしてダボっとし

那さん、最近おしゃれよね？」なんて声を

たオーバーサイズを選んでしまうこと。か

かけられたら少しうれしいかも？
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老化をストップさせるヒケツ

歯の美白

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

天然素材の塗料

「芸能人は歯が命」というＣＭが昔ありましたが、近頃では、
歯の美容面に気を使う人はなにも芸能人ばかりではないよう

［Ｑ］ 床を、無垢のフローリングにしようと思っています。仕
上の塗料について教えて下さい。

です。お化粧をするような感覚で歯の美白ケアをしてみま
しょう。店頭には関連グッズが続々と発売されています。中で
も注目されるのが「美白歯磨き剤」。独自の成分でくすみを浮
かせて除去したり、歯の沈着汚れを落とし、つやのある白い歯
にする効果があるようです。他にも、こするだけで歯の着色や
黄ばみを落とす「消しゴムタイプ」や美白シートで歯をパック

［Ａ］ あたたかな質感や湿気を調節する機能など、木の
良さをそのまま味わうことができる無垢材。それを生か
すために「天然素材の塗料」はいかがでしょう？より一
層ナチュラルな風合いを楽しむことができますよ。天然
の成分のみで作るオイルやワックスには、油性ワニス、
チークオイル、亜麻仁油などがあります。表面に厚い塗

する商品なども登場しています。
美しい歯のためには毎食後の歯磨きが欠かせませんが、ポ
ケットや化粧ポーチに入るコンパクトでおしゃれな電動歯磨
きも発売され大人気！見た目はマスカラのような感じなの
で、まさにコスメ感覚で使えます。マメなお手入れを欠かさず

膜を作らず自然な仕上がり具合が特徴です。ただし、定
期的にワックスがけをする
必要がでてきますが、手入
れをすればするほどツヤが
増し、味が出てきます。少々

白い歯でいると、5 ～ 10 歳は若く見えますよ♪

手間はかかるのですが、そ
の分楽しみがあります。ま
た、天然のものとはいえ、稀
にアレルギー反応を起こす
場合があるので、使用され
る際はご注意ください。

香りさわやか♪ フットバス
夏だからといってシャワーだけでは身体によくな
いとはわかっていても、暑くてとても入浴する気に
なれません！という方にはフットバスがおすすめで
す。冷房に当たり過ぎてしまったり、素足で歩きまわ
ると意外に身体は冷えてしまうもの。フットバスで

混ぜます。椅子に腰かけ、ゆったりした体勢で洗面器

身体に溜まった余分な老廃物と頑固な冷えを、一緒

に脚を入れます。お湯が冷めてきたら、足し湯をして

に吹っ飛ばしましょう！

気持ちの良い温度を保つようにしましょう。10 ～

まずは洗面器（バケツでも OK)に熱めのお湯（42

20 分ほどすると身体全体が温まってきますよ。

～ 43℃）を入れ、ペパーミントのエッセンシャルオ

レモングラスはイネ科の植物で、殺菌・デオドラン

イルとレモングラスのエッセンシャルオイルを各 2

ト効果に優れていますのでこの季節にぴったりで

滴ほど混ぜ、さらにお酢大さじ１～２を加えてよく

す。爽やかな香りで疲労も和らぎますよ！

しゅん

材料（４人分）
枝豆（さやつき）300 ｇ、きゅうり１本、こんにゃく１／３枚、木綿豆腐２／３丁、塩少々、
調味料Ａ（しょうゆ・みりん各小さじ２）、調味料Ｂ（練りごま・つゆの素・酢各大さじ３）

陰暦９月１３日の月を“豆名月”と呼び、古くから枝

く質のほか、カルシウムやリン、そしてビタミンＡやＣ

豆を備える習慣があったそうです。そんなことからか

も多く含む健康食です。さやをむいた豆をすりつぶし、

枝豆のことを「月見豆」とも呼ぶそうですよ。もともと

砂糖と塩で調味したものを、仙台地方では「じんだ（ず

はその頃が旬でしたが、現代では枝豆と言えば夏です

んだ）
」と呼び、団子やおはぎにまぶして食べます。ビー

よね。品種改良により、実際には４～１２月まで市場に

ルのおつまみだけでなく、今回ご紹介するレシピのよ

出回り、冷凍ものであれば一年中いただけます。たんぱ

うに、さまざまな料理にも取り入れたい食材ですね。

クーピーペンシルでおなじみの株式会社サクラクレパスからかわいいペンが発売されました。
そのままでもじゅうぶんかわいいけれど、
さらにデコレーションをしてこの世にひとつだけの素敵なペンを作っちゃいましょう！

（株）サクラクレパスの商品「Plumie（プルーミー）」

品画像をパソコン、あるいは携帯メールから応募しま

は、水性顔料ゲルインキボールペン。
「より黒い」黒色イ

す。優秀作品には、有名デコショップライツスタイルの

ンキで文字がくっきりきれいに見えます。最大の特徴は

人気デコリストが手がけたオリジナルデコグッズがプ

しっかりはさめる大きな羽根型クリップ。手帳、ポケッ

レゼントされますよ。日頃からデコ大好き！という方

ト、シャツの襟元にしっかりフィットします。さらに羽

は、この小さなペンに、キラキラかわいいあなたの世界

根型クリップを開くとペン先が戻るセーフティー機構

を表現して応募してみませんか？コンテストのため

が採用されているので、胸ポケットなど洋服を汚す心配

に・・・となると、いつもとはひと味違う緊張感で、きっ

がないのもうれしいですね。
携帯しやすい全長 100mm

と素敵な作品が生まれるはずです！

のコンパクトな本体は、バッグの内ポケットにも収まり
ます。選べるデザインは１０柄。カラフルな本体は選べ
るデザインで、ファッションと共にコーディネートが楽
しめますよ。こんな素敵なペンですが、さらに自分なら
ではのデコレーションをして楽しんじゃいましょう♪
というのがこの「デココンテストキャンペーン」なので
↑人気デコリストが手がけた↑
オリジナルデコグッズが
当たる！

す。プルーミーにオリジナルのデコレーションをした作

Plumie(プルーミー）「デココンテストキャンペーン」
【賞品】 オリジナルスマートフォンケース1名

オリジナル電卓1名

オリジナル収納式ネックストラップ5名

水彩色鉛筆60色5名

ティアラ（ボールペン）12色セット20名

エスピエ（布にも書けるペン）6色セット20名

【応募方法】 メール本文に必要事項を明記し、作品画像を添付して送信
【応募先】 tenrankai@craypas.co.jp
【受付期間】 2011年8月31日24:00まで
【詳細＆注意事項】 http://www.craypas.com/campaign/

あのノートで書きたいねぇ・・・ 柳井初の加飾工芸筆記具

“やない優美蒔絵ペン”の誕生です。
皆さんこんにちは、木阪美紀です。
さ て、7 月 末 に、構 想 3 年 の“金 魚
ちょうちんリング・ノート”の販売
をスタートさせて頂いております。
ご利用 心より感謝申し上げます。
先日、店頭でお買上げ頂いた女性の
方が『かわいい金魚ちょうちんノー
トを買ったから、今度はそれに相応
しいペンが欲しいわね。』とお友達

金魚ちょうちんリング・ノートです。
B5、A5、A6の3サイズ、5色ございま～す！

と お 話 を され て い ら っし ゃ い ま し
た。なるほど、お奨めの筆記具を挙げなさいと言われたら即3アイテム位はご提案出来ます
が、金魚ちょうちんと絡めとなると・・・ということで、金魚ちょうちんと白壁の町並みの
図案をモチーフにした「優美蒔絵複合筆記具」を制作～販売することにしました。細かな手作
業でしか味わえない「蒔絵」独特の色彩の妙を、現代印刷技術で再現した新しい加飾工芸品
です。図柄のベースに印刷を施し、ポイントとなる部分に金粉・銀粉をひとつひとつ手作業
にて蒔いて仕上げます。本体色は、当初

黒、赤のどちらかにするつもりでしたが、思った

以上に映える青で制作に入りました。9月20日以降に仕上がる予定です。赤と黒のボールペ
ンに、0.5㍉のシャープペンシルの複合筆記具仕様。欲しいモノやコトや状態を明確化する
現物は１５センチ程度の一般的なサイズの筆記具です。
写真の様に巨大ではありませんよ。（笑）

には先ず文章化すること。そのためには自分を知る・・・ノート共々よかったらご利用に
なってみて下さい。贈り物としても喜ばれると思いますよ。（¥3,657税込)（木阪美：記）

当店オリジナルの人気ポストカードを参考に
図案をつくりました。敢えてシンプルに！

青空に浮かぶ金魚ちょうちんと、白壁
の町並みが表現されていますよ。

周期的にやってくるのでは（!?）・・・、シュレッダー需要の波。

“3年前と同価格で2倍のパワー”が登場です!
2005（平成17）年、個人情報保護法が施行され、当時シュレッダーの

Ｗ
Ｅ
Ｎ

需要が著しく伸びた事を覚えております。多くの方が『うちはそんなに
沢山シュレッダーにかける程の書類は無いから・・』と、かなり控えめな
スペック（機能）の機器をお買い求めでした。あれから数回 周期的に
シュレッダー需要が高まっているのです。今年はその“アタリ年（？）”で
はないかと感じてます。要は、職場やご家庭で、容量を超える負荷が
掛かる程、皆さんシュレッダーをお使いで、オーバーワークで故障して
しまうようです。販売価格で決められるのも結構ですがメーカーさん、
スペックをよ～く考えてお決めになられた方が結局お得です。考えて
いる1ランク上の物を選択頂いた方が賢明です。以前は明光商会さん
のシュレッダーが有名でしたが、近年は3～10万円の価格帯では“フェ
ローズ社”さん、“アコブランズ社”さんの台頭が目覚ましいです。容量
以上の用紙を挿入すると自動的にストップするセンサーが付いていた

写真はフェローズ社から8月20日に発売されるB-121Ｃ。
・裁断枚数 13/12枚
・連続使用時間 10分間
・カットサイズ 4×36㍉クロスカット
・Ｈ565×Ｗ350×Ｈ260㍉ ¥27,300（ここから割引有）
★3年前にこのクラスのシュレッダーは、5～6万程度の
価格帯で販売されていました。

そうだ！賞文堂！行こう！

り、100枚をポンと横向きに入れて蓋を閉めると勝手に裁断を始めてく
れたりと、いろんな便利な機能が付いているものもあります。左記の
新製品を始め、シュレッダーで何か御座いましたら遠慮なくご相談
くださいね。(木阪泰：記)

・会社名 つくれる文具屋さん

(有)木阪賞文堂

◆8月～9月のおすすめ商品（サービス）のご案内
ピカチュウのマスコット文具シリーズです。（ショーワトート）
あのかわいいピカチュウが文具になり
ましたよ。「鉛筆削り」、「ホチキス」、
「メジャー」、「ハサミ」の4種類です。
お子様方が使われるのは勿論、私物
としてオシゴトでも机上で大活躍してく
れる事間違いなし！だっていつも笑顔
にしてくれるんですから・・・ねっ！
(スタッフ一同）

赤い屋根の木阪賞文堂です。
Ａコープ柳井さん近く、柳井グリ－ンマンショ
ン前。ＪＲ柳井駅より450㍍、車で70秒。
『市内だから歩いて
行ける、市内なのに
車で行ける』20台
駐車ＯＫですよ！
ご来店お待ちして
います。
(木阪:記)

■スタッフ人数10名 （中央店8名、白壁店２名）

*時折吹く風に“秋”を感じます。

★プラス社のローラータイプの“ワイドけしポン“が大変便利です。
・モットー 『当社の商品・サービスを通じてお客様を幸せにすること！』
・会社の場所

〒742-0035山口県柳井中央3-9-2
(柳井グリ－ンマンション前）

・連絡先 ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０

★ホームページ http://www.sirakabe.com
★Ｅメール info@sirakabe.com

