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気になるニオイは「
になるニオイは「ナノイー」
ナノイー」で脱臭しましょう
脱臭しましょう☆
しましょう☆

●火気・油煙の発生するところでは使用できません。
●浴室など、湿気の多いところでは使用できません。

猫 の脚 の様 な形を したテーブ ルや家具 な ど の脚。

7 月から高尾山ビアマウントが始まります！！！
標高約 500m からの夜景はまさに絶景です。
大自然の中で本格的なイタリアンと中華・こだわりのラーメン・焼きそば等
を食べながら、数多くのビールやアルコールを飲んでお腹も、体も、大満足

錆びた銀製品
びた銀製品をピカピカにする
銀製品をピカピカにする方法
をピカピカにする方法

できます。スカイツリーは見えるかな～！？

錆び付いてしまった銀製品を、炭酸飲料水
炭酸飲料水の中に一晩入れ
炭酸飲料水
ておくと、ピカピカになります。

簡単に
簡単に錆を落とす方法
とす方法

Airir-e（エア イー）
イー）

天井埋込形ナノイー発生機

パナソニック

誰でもできる
わが家
家の耐震診断
わが

耐震

国土交通省住宅局

住宅リフォーム
住宅リフォーム支援制度
リフォーム支援制度
ガイドブック

減税・補助・融資を利用した
賢いリフォーム方法をご紹介

国土交通省住宅局

耐震の
耐震の教科書

読んで良くわかる
耐震改修についての小冊子

リフォーム産業新聞社

鉄の部分などに、さびがついてしまった時は、さびの上に木工
木工
用 ボンドを塗り、半日乾かして透明になったところ、剥がすと
ボンド
さびまできれいに剥がれます。

防水スプレーで
防水スプレーで汚
スプレーで汚れ防御
防水スプレーは水だけでなく、汚
汚 れ も防御してくれます。壁や
扉の手で触る回数が多い箇所やカーテン、電化製品などにふ
りかけておくと、ほこりや汚れから守ってくれます。

【開催期間】

2012 年 7 月 1 日(日)～10 月 8 日(月･祝)

【営業時間】

平日

15:00～21:00

土・日・祝日
【ラストオーダー】

13:00～21:00

20:45

ムートンの汚
ムートンの汚れ落とし

【場

所】

標高 500m 絶景展望台

ムートンは毛先が汚れやすく、デリケートな素材のため手入れも
苦労します。ムートンを手入れするには、シャンプーとリンス
シャンプーとリンスが効
シャンプーとリンス
果的です。ぜひ試して見てください。

【席

数】

600 席

【料

金】

飲み放題・食べ放題
[大人男性]

【ご予約/お問合せ】

3,300 円

にチェックを入れて下さい。
[大人女性] 3,000 円

TEL：042-665-9943

資料送付先
お名前：
ご住所：
ご連絡先：

資料請求先
株式会社 鈴木住研 行

FAX：042-424-1446
mail：info@suzukijyuuken.com

季 節 のお手 入 れ 【
６月】

●本機器は天井専用です。壁面や傾斜した天井へは取り付けないでください。

天
除 湿 ・カビ防 止 に つとめ て下 さ い。
• 気 の良 い日 は窓 を開 け て通 風 し、
雨
• 漏 り や雨 どいの破 損 を点検 し て下 さ い。

猫脚 （ねこあ し）
】
ハウジ ング用語 【

天井埋込形 ナノイー発生機 FYFY-10S
本体希望小売価格 23,100 円（税込）
税込）
スイッチ⇒別売 FYFY-SV05W
本体希望小売価格 5,250 円（税抜 5,000 円）
低騒音（50/60Hz）：23.5/24.0dB
消費電力（50/60Hz）：3.8/3.9W
室内側寸法：Ø195×18mm
埋込寸法：Ø150mm
適用床面積の目安：10 ㎡（6 畳）／台
※換気機能はありません。

スッキリな外観
スッキリな外観
場所をとらない天井埋込形でインテリア性が高く、薄型スリムデザインです。
静か
23.5dB の低騒音設計（50Hz 時）
■ 簡単施工
ダクト工事や木枠（下地）設置工事が不要です。
■ 低コスト
低消費電力と省メンテナンスで経済的。
「ナノイー」発生ユニットは独自の発生技術で交換不要。
電気代は約 60 円／月

瓦版のネタを探していたら面白いものを発見 しました！
以前テレビで放送していたお笑い番組、リチャードホールで出てくる「パンダＰ」というコント。
アンタッチャブルの柴田がパンダＰになって、動物のうんちくを話しまくるというコント。
映像で見 て頂きたいけど無理なので、コントの内容そのままに動物うんちく載せてみます★

・人間ってよ血液型何種類か知ってる？
４種類だろ。
じゃ、馬。馬は何種類か知ってる？
３兆（笑）
ちなみにゴリラはみんな B 型だって。
少なくねぇ？全部自己 中だよゴリラ。ウンコ拾って投げるだって、やかましいわ！

・九官鳥 。あいつら人間の真似するだろ。なんでか知ってる？
メスと間違えて口説いてるんだって人間のこと。
メスと人間の判別できねぇんだって。
クチバシが黄色ですねって、やかましいわ！

・カタツムリってすげぇんだぜ。カタツムリってよ、
－120℃でも死なないんだぜ。－120℃だぜ。
普通－120℃だったら動物全滅するだろ。ただカタツムリだけは氷河期になっても生き残るんだよ。
すげぇ生命力だよな。
ただよ、－120℃になるとカタツムリのエサが無いんだって！（笑）
草木が生えないから結果死にますね。だって（笑）

・すげぇんだよアリ地獄。
あいつら土に穴掘ってよ、すり鉢上の何か作るんだよ。
そこにアリが迷い込んできてそれを下から狙って食うんだよ。頭良 いだろ。
どれぐらいアリが捕まるか知ってる？
月 に一匹程度だって（笑）
作戦変えろ！飢えちゃうよ。
気づかれねぇんだよアリに。アリの方がよっぽど頭いいよ。何がすり鉢だ。やかましいわ！

・サイってよ、ぶっちゃけて言 っちゃうと最強なのよ。地上で一番強いの。
皮膚固いしよ、角 あんだろ。足 も速いんだよ。ものすごく強いから外敵がいないんだよ。
ただよ、すげぇ目 が悪いんだって。敵も味方もわかんない（笑）
で、あいつら目 が悪いから物が通り過ぎたりワサワサ動いてると突進して行っちゃうんだってよ。
そういう習性があんだよ。
で、アフリカでよ、一番最後に突進したの何か知ってる？
列車！（笑）
見 りやわかんだろオメェ。それが敵じゃないことぐらい。
激しくぶつかって死んじゃいますね。ってコメンテーターが言 ってた。コメンテーター逆にすごいよ。

・ゴキブリってよ、頭あんだろ。頭ポキって折っちゃったらあいつらどうなるか知ってる？知ってる？
九日間は生きるだって（笑）
すげぇなおい。すげぇ生命力だなおい。九日後に死んじゃうだってコメンテーターが言 ってた。
何で死んじゃうか知ってる？
餓死だって！（笑）
おめぇ生命力関係ねーじゃないか。もう脳ミソいらねぇんだよ。口と体だけあったらあいつら生きていけんだよ。
黒く光りますね、だってやかましいわ！

・ネコってよ可哀想なことに痛みにすげぇ敏感なんだって。
口に１mm ぐらいの口内炎ができただけでよ、気を失っちゃうぐらいよあいつら痛みを感じるんだって。
すごくない？すごい痛みを感じるんだよ。
ただよ骨折しても気がつかないだって（笑）
どんな体してんだよ。よっぽど痛いだろ。
放っておけば治ります。ってコメンテーターが言 ってた。
ぐるぐる回って地面落ちて折れてんだよポキって。でもあいつら気がつかねーんだよ。
ニャーだって、やかましいわ！
軟水のはなし
軟水のはなし

・ロバってすげぇ頭いいんだよ。サラブレットとか関係ねぇよ。郡を抜いて上。
ただよそんな頭良 くて貴重な動物なのによすげぇ病気にかかりやすいんだって。
何の病気に一番かかるか知ってる？知ってる？
心の病だって！（笑）
デリケートだなおい。そんだけ頭良 いなら今すぐ答えだせ！悩む前に答え出せロバ！

