
１０／２（金）・１０／３（土）

「青春を返して」編

フッ素配合特殊素材で汚れがつきに くく、落としやすい！
さらに、劣化しに くいか らお掃除ラクラクが長く続く！
クリンフロアの紹介動画です。

「お義母さんのホンネ？」編

洗い場で体を洗った時の排水の勢いだけで、髪の毛を
自然にまとめてサ ッと捨てられる！
楽すてヘアキャッチャーの紹介動画です。

システムバスル ーム 「フェ リテ 」
の お掃除ラクラク機能
紹介動画です。
ぜひご覧下さい。

《トイレ掃除の不満第１位》
『フチ裏の掃除がしに くい 』

ジャニ ス製の フロントス リムで
フチ裏の お掃除ラクラクです

LOVEEのファニチャーが
『 グーン』 と収納力ＵＰ！

豊富なサ イズバ リエーションと
機能満載のシステムキッチン。
ショール ーム で実際にご体感
下さい。

２０１５年

至姫路

宇
野
線

至倉敷

ショールームでは家事を楽にするアイデアがつまったシステムキッチン・
お手入れらくらく工夫満載のシステムバスルーム・
お掃除らく らく ジャニス製トイレを多数展示しております。
ご来場、お待ちしております。

会場： ハウステック岡山ショールーム

岡山市北区平田１０２－１０５

086-241-3161（ 代表）
086-245-2604（ ｼｮ ﾙーー ﾑ）

ショールーム
でお待ちして
おります



OR

中ショール ームで対象商品のお見積を頂いたお客様

スピンロッ ク
（２個セット）

キ ッチンスポンジ
＆クロスセット

トイレットペーパー４ロール
プレゼント

抽選で

Ⅰ型手すり

※バリュークリンご注文の場合は、

2連付紙巻器となります。

※フロ ントス リム形状の 便器・タン ク・温水
洗浄便座セットが対象となりま す。
普通便座・暖房便座での セッ トは対象外
となります。

棚付2連式紙巻器

お見積り製品をご成約頂いたお客様にいずれかお１つプレゼン

もういっかい！！

さらに さらに！！ショールームでアンケートにお答え頂いた方の中から抽選

システムキッチンLOVEEをお見積り頂いたお客様へ ジャニス製対象商品をお見積り頂いたお客様へ

ジャニス製オプション製品の中より
どちらかお１つ！！下記のキッチングッズよりいずれかお1つ！

※対象となるシステムバスルームは、「 フェリテ」 「 コキュアス」 「 ソフィアスＣＪ 」 に限ります

「 フライパン」
「 レードル・ ターナー」 セット

キャストライン「 シャローパン」

キャストライン
「 ライスポット」 ３合炊き

電気ケトル
「 アプレシアプラス」 ０．８Ｌ

吸水マイクロファイバー
バスマットセット

今治タオルギフトバスクリン「 きき湯｝ セット

さらにシステムバスルームをご成約いただいたお客様にいずれかお１つプレゼン
※

システムキッチンLOVEEを
ご成約のお客様へ

ジャニス製対象商品を
ご成約のお客様へ



フレッシュグリーンフレッ シュグリーン
ハウ ステッ クか ら商品の トレンドや暮らしに役立つ情報をお客様へ タイム リ ーにお届けします！

月号

食卓に

レインボーフーズ

健康に暮らすには、いろいろな種類の食品を摂ることがポイントです。

では「いろいろ」な食品はどうやって選べば良いのでしょうか？

その１つの方法が「レインボーフーズ」という考え方です。

今月は「レインボーフーズ」についてのご紹介いたします。

レインボーフーズ っ て、何か しら？

食品を「赤・緑・黄・白・紫・茶・黒」

の ７色に色分けをすることです。

色分けした食品を「 ７色の虹」 のように
バランスよく選び食卓を彩ることで、栄養も
バランスよく摂れるという考え方を
「 レインボーフーズ」 と呼びます。

食べ物の色素は、鮭の アスタキサ ンチン、トマトの リコピンなどの ように、
食品その ものの栄養素を形成していることが多いです。
食品の色は栄養素の表れと言っても良いでしょう。
つ まりトータル で多くの種類の色の食品を摂れば、それだけ多くの栄養素
を摂ったことになります。
これを実践するのが 「レインボーフーズ」という考え方です。

●もう少し詳しく

黒

赤 緑

黄 白

紫 茶

では、代表的なレインボーフーズと、
期待される効果について見てみましょう

ブロッコリー ・枝豆・オ クラ・キウ イ・緑茶 などりんご ・トマト・トウ ガラシ・鮭・い くら など

かぼちゃ ・とうもろこし・レモン・バナナ など 玉ねぎ・大根・エノキ ・牛乳・イカ・シラス など

なす・ブル ーベリー ・さつ まいも・巨峰 など 豚肉・しいたけ・玄米・ゴボウ ・納豆 など

ワ カメ・黒ゴマ ・こんに ゃ く・キクラゲ など

老化を抑制する抗酸化力や免疫力を高める効果 コレステロール の調整やガン予防の効果

動脈硬化予防や毛細血管の血管壁を補強して、血

流を促す効果

血液サ ラサ ラ効果や抗菌作用の効果

老化を抑制する抗酸化力や免疫力を高める効果 若返りの ビ タミンがた っ ぷ り

老化を抑制する抗酸化力や免疫力を高める効果

毎日の食材を厳密に色分けすることは不可能だと思いますの で

、見た目の印象での区別でOK！重要なのは色分けではなく、あ
くまで多くの色の食品を摂ることです。

彩りの よい食卓で、

健康的な生活を！

９



岡山営業所便り

９月
ショールーム休館日

（赤字の日が休館です）

フレッシュグリーンフレッシュグリーン

エンドユーザー様向け機関紙 「フレッシュグリーン」

企画：ハウステック営業企画室 発行・岡山ショールーム

最大

30万
ポイ
ント

省エネ住宅ポイント制度 実施中!!

リフォームするなら、今がチャンス！

省エネ住宅ポイント制度を活用して、かしこくリフォーム！

詳しくはハウステックのショールーム、
または営業担当までお問合せください

30292827

26252423222120

19181716151413

121110９８７６

５４３２１

土金木水火月日

洗い物がしやすく、お手入れも楽な「手間らくシンク」や 、豊富なサ イズバ
リエーションと機能満載のキッチンファ ニチャーなど、魅力がいっぱい詰
まった、新しいラヴ ィーの誕生です。

使いやすさアップ、
新しいラヴ ィー

新商品発売記念
キ ャ ン ペ ー ン

実施中!!

キッチング ッズなど、
素敵なプレゼントがもらえるチャンス！

この機会をお見逃しなく！

至倉敷 至姫路

宇
野
線

TEL：086-241-3161（代表）／086-245-2604（ｼｮｰﾙ ﾑー

〒７００ー０９５２岡山市北区平田102-105

営業時間：10:00～17:00休館日：水曜日,年末年始,GW,夏季休暇

専用バーナーで煙やニオイを焼き切ります。
グリル皿はクリアコート付きステンレスです。

ヒートオ フガラストップ

スモークオフグ リル

普通のグリル スモークオ フグ リル

ガラス表面の温度上昇を抑え、煮
こぼれなどの焦げつきを軽減しま
す。スタイリッシュなフレームレ
スガラスです。

RRB71W15G7R5-STW

◆スモークオフグリル・ヒートオフガラストップガスコンロ◆

お掃除
超簡単


