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次回発行は12月29日です

グ新聞
第 25 回リビン

発行

無料

3部門の入賞商品を
発表します

12 月 13 日（木）〜 25 日（火）、午前 10 時〜

リサイクル着物が全品２割引き
「歳末大売り出し」を開催！
リサイクル着物

※日用品、一般・サービス部門は2面へ

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
☎054
1231
（255）

抽選で

BRUNO
コンパクトホットプレート
（レッド）

112人に当たる

2人

毎日の食卓を彩るテーブルウエア
の新定番コンパクトホットプレート

商品券
1万円分

知久

10人

リサイクル着物の
この一年で主婦
（主夫）
が
「助かった」
と実感した
投票待ってます！
販売・買い取りを行っ
新商品や新サービスを選ぶ第25回リビング新聞
ている
「リサイクル着 「助かりました大賞」の入賞商品が決定。大賞を
詰め合わせセット
物 知久」
で、
12 月 13
決めるためのあなたの1票をお待ちしています！
100人 写真は昨年例。どんな
日〜 25 日、
「歳末大売
ものが届くかはお楽しみ
り出し」が開催されま
部門
す。
★価格は、特別に表記しているもの以外は税込価格です
着物のコーディネートの相談
東京や京都から買
にも気軽に乗ってくれる
い付けた、着物や帯、
No.1
No.2
No.3
No.4
和装小物など、柄とセンスにこだわった商品が全
デルタインターナショナル
アサヒ飲料
イートアンド
日清食品
品 2 割引きに、さらにお得な 50％オフの奉仕品
一週間分のロカボナッツ
ウィルキンソン
も登場します ! 未使用に近い状態の良い現代の
大阪王将 羽根つき餃子 お椀で食べる シリーズ
チーズ入り
タンサン エクストラ
着物やアンティークな着物、帯、コート、長羽織
ヨーロッパの研究結果を参考
食事と一緒に楽しむ炭酸水と
油ハネを抑えた独自のレシピ
お椀で食べる という新しい
など、希少価値のある着物が多数店頭に並びます。
に、栄養バランスを考え黄金
して、炭酸水ブランドの「ウィ
で、油いらず、水いらず、フ
コンセプトの袋麺3食パック。
着物でおしゃれをしてみたい人は、この機会にお
比率で配合したミックスナッツ
ルキンソン」から登場！ 脂肪
ライパンのフタいらずの簡単
少しだけ食べたいときにぴっ
出かけを。
（クルミ、アーモンド、ヘーゼ
の吸収を抑える機能がある難
調理でも、パリパリの羽根が
たりな小容量の麺と具材のセ

食品・飲料

☎054（209）5058

P

P

P

コインパーキング
清水→

53

つく冷凍餃子。焼き具合が見
えるので、より焼きやすく。
12個入り・オープン価格。

フタなしでキレイに焼けて
焦げ付きも少ない（53歳）

おからを乾燥させた、食物繊
維たっぷりのパウダー。豆臭
さを抑え、きめ細かくなめら
かなパウダーなので、ヨーグ
ルトなどに混ぜるだけで手軽
に食べられる。小麦粉の代
用にも。120g・200円
（税別）
。

ット。
「チキンラーメン」をは
じめ、4ブランドで展開。各3
食入り230円
（税別）
。

粒子がとても細かく︑
何に入れても
なめらか ︵ 歳︶

日吉町

常葉学園 安田屋

消化性デキストリンを配合した
機能性表示食品。PET490ml・
100円
（税別）
。

キッコーマン
豆乳おからパウダー

お弁当のお供にも
グッドです ︵ 歳︶

検索

北街道

ルナッツ）にチーズをプラス！
小 袋1袋 の 糖 質 は2.2g。
23g×7袋入り・オープン価格。

おいしくて
機能性もあるので
お気に入り ︵ 歳︶

静岡リサイクル着物

水落交番

鷹匠中央通り

午前10時〜午後7時
水曜定休 ※12月19日（水）は休み
※駐車場なし 。近隣のコインパ
ーキングのご利用を

リサイクル着物 知久

小分けなので便利︒
チーズも
おいしい！ ︵ 歳︶

静岡市葵区鷹匠3-2-5、弘友ビル2階

No.5
キッコーマン飲料
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52
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No.8

No.9

エスビー食品

キリンビール

明治

切れてる！ サラダチキン

ごろっとグラノーラ 糖質50％オフ
きなこ仕立ての充実大豆

とろっとワンプレート

本麒麟

明治スプレッタブル
バターの新しいおいしさ

鶏むね肉を軟らかくしっとり
と蒸し上げて作ったサラダチ
キンを、使いやすくスライス
して冷凍。料理素材はもちろ
ん、自然解凍でおつまみにも。
保存に便利なジッパー付き。
350g・オープン価格。

「ごろっとグラノーラ きなこ仕
立ての充実大豆」と比べ、糖
質50％オフで、食物繊維は2
倍入り。3種類の大豆を使用
し、ほどよい甘さのきなこ風
味に仕上げた健康志向のグラ
ノーラ。400g・670円
（税別）
。

鶏肉や豚肉など身近な素材
を使って、短時間でできる手
軽な煮込みメニュー。濃厚な
ソースは、ごはんとの相性抜
群！ 簡単な副菜を盛り付け
て、ワンプレートで完結。全
3種類。各259円
（税別）
。

爽やかで上質な苦みが特徴
のドイツ産ホップを一部使
用。長期低温熟成を採用し、
アルコールは少し高めの6％。
本格的な 力強いコクと飲み
ごたえ のあるおいしさを実
現。350ml・オープン価格。

バターをメインに、クリームチ
ーズ、なたね油、塩の4つの
素材だけで作られた新しいス
プレッド。バターにはないやわ
らかさなので、パンに塗りや
すく、料理にも使いやすいの
が特長。150g・360円
（税別）
。

甘さ抑えめで︑
朝食にも
ぴったり ︵ 歳︶

冷凍品なので、
いつでもすぐ使える（49歳）

35

44

No.10

本格的な味わいで︑
お値打ち！ ︵ 歳︶

No.7
日清シスコ

フライパン一つで
スグできる ︵ 歳︶

No.6
ニチレイフーズ

バター感があって、
塗りやすく便利（35歳）

59

※50音順 ※価格は特記以外はすべてメーカー希望小売価格／税込み ※掲載されている内容は特記を除き、11月8日時点の情報となります

投票方法

●1・2面の「食品・飲料」
「日用品」
「一般・サ
ービス」の3部門の入賞商品の中から、自分
が使ってみて
「これは便利・助かった」
と実感
するものを1点選んで投票してください。
●ハガキの場合は下記を明記して応募を。
❶部門名とエントリー番号 ❷〒住所 ❸氏名
❹年齢 ❺電話番号 ❻性別 ❼未既婚

投票は、インターネット（パソコンまたはスマートフォン）またはハガキで。
パソコン・スマホ 応募専用ＵＲＬ

https://mrs.living.jp/sp/tasukari/25th

ハ ガキ 〒102-8515（住所不要）

サンケイリビング新聞社 リビング編集部「助かりました大賞」係
締め切り 2019年1月 6 日（日）必着
※当選発表はプレゼントの発送をもって代えます ※応募者の個人情報はプレゼントの発送のみに使用します

日用品
No.1

部門

No.2

花王

ユニリーバ・ジャパン

No.3

No.4

KINCHO

アタック プロEX石けん

ヴァセリン リップ
モイストシャイン シリーズ

コックローチ
ゴキブリがいなくなるスプレー

「高い洗浄力」と「使い勝手のよさ」を実現
した洗たく用石けん。専用の「かき出しブ
ラシ」で、手もみ洗いでも落ちない繊維の
奥の汚れまでかき出す。
80g・オープン価格。

缶入りの高保湿つやめきリップ。柔らか
で伸びのよいテクスチャーで、唇の縦じ
わにも指でしっかり塗れる。リップの下
地に、また口紅の上からでも重ね付けで
きるのも◎。20g・オープン価格。

ゴキブリの通り道やよく出る所に2週間に1
度スプレーするだけで、いつの間にかゴキ
ブリがいなくなる。フィルムをはがすとシ
ンプルデザインに変わ
る脱皮缶方式を採用。
200mL・オープン価格。

ヴァセリンなので保湿力が高く、
ツヤも出せて優秀（45歳）

石けんはやはり
汚れ落ちがいい。
手が汚れなくて
助かる（49歳）

エステー

No.7

クラシエ
ホームプロダクツ

トップ ハレタ

モコモコ泡がフチ裏から便器全体まで洗
浄。狙ったところにスプレーできるノズ
ル形状。洗浄後のツヤ
出し効果も。洗い上が
りのすっきり感がある
ミントの香り。300mL・
オープン価格。

カラッと乾いてふっくら、晴れ干し触感に
仕上がる衣料用超コンパクト洗剤。繊維
をほぐして汚れやニオイを
落とし、心地よいハリと弾
力のある手触りに仕上げ
る。425g・オープン価格。

掃除の仕上げに
シュッ、この夏見たのは
1回だけ（64歳）

ナイーブピュア 泡ボディソープ

ビオレ メイクの上からリフレッシュシート

赤ちゃんも一緒に使える泡ボディソープ。
全身に伸ばしやすい泡質ながら、泡切れ
はスピーディー。洗う成
分100％植物生まれ＆肌
に配慮した無添加処方。
かわいいボトルにも注目。
550mL・オープン価格。

大人・子ども・赤ちゃん
一緒に使えるのがいい

No.1

ソフトバンク

メイクの上からそっとおさえるだけで、メ
イクはキープして、汗や皮脂を取り除くこ
とができる。シートそのも
のが 汗・皮 脂を 吸 収し、
シートに含ませた化粧水
で、
肌がさっぱり。12枚入、
28枚入・各オープン価格。

メイクがとれにくく、
ほどよい水分感が
リフレッシュにも（44歳）

（59歳）

一般・サービス

No.8

花王

ノズルが
細かい部分の汚れまで
行き届く（44歳）

No.9

P&G

ファブリーズ マイクロミスト

ドクターシーラボ

エアコンや玄関の
ニオイ消しに
役立ってます（39歳）

調理後に鍋を洗う
手間が省けるのも便利（35歳）

浸透力がスゴくて、
何度もリピート
しています（49歳）

助かったものがいろいろ！
クックパッド

No.3

くら
コーポレーション

No.4

日本放送協会

No.5

東京都

cookpad studio

健康黒酢のシャリ

チコちゃんに叱られる！

東京くらし防災

回転寿司チェーン「無添くら寿
司」で、米酢よりもアミノ酸が
多く含まれる「黒酢」を使った
「健康黒酢のシャリ」に切り替
え。風味・深み・コクが加わり、
おいしさがアップ。

5歳のチコちゃんが、素朴な疑問
で大人たちを不意打ちにしてい
く。そして答えられないと、チコ
ちゃんに叱られてしまう。思わず
人に話したくなる雑学満載の斬
新なクイズ番組。毎週金曜19:57
〜 20:42放送
（一部地域除く）
。

女性視点の防災ブック。親しみ
やすいイラストやキャラクター
を活用、暮らしの中でできる防
災対策や避難所における授乳
や防犯対策など被災生活のさま
ざまな課題への対処法を掲載。

子どもが動画を
よく見るので助かる！（35歳）

自己流だった動画撮影を
サポートしてもらえた（49歳）

健康的な食事の
提案に感謝！（64歳）

家族でハマって
見ています（35歳）

疑問に思ったことが
1冊にまとまっている（35歳）

東京ディズニーリゾート35周年
Happiest Celebration!

ライオン

リード プチ圧力調理バッグ

クックパッドユーザーが自身のレシ
ピを動画撮影するために無料で
利用できる料理動画撮影スタジ
オの1号店が代官山に、2号店が
心斎橋にオープン。専任スタッフ
のサポートのもと、簡単にクオリテ
ィの高い料理動画を制作できる。

No.7

No.10

材料と調味料を入れて電子レンジでチン
するだけ。食材から出る蒸気で、短時間で
簡単に、ムラなくじっくり煮込んだような
料理が作れる。材料を入れたところでその
まま冷凍保存も可能。5枚・オープン価格。

毎月50GBのデータ容量に加え、
対 象の動 画サービスやSNSが
ギガノーカウント により使い放
題に。各種割引により、基本プ
ラン含め月額3480円から利用で
き、データ容量を気にすること
なく動画やSNSなどを楽しめる。

オリエンタル
ランド

（35歳）

新型「ビタミンＣ×コラーゲン」配合で
万能薬 級にシミ、シワ、たるみ毛穴な
どの幅広い悩みを即効
解消する化粧水。瞬時
に浸透するから時短に
も。150mL・4700円（税
別）
。

ウルトラギガモンスター＋

No.6

部屋干しでも
ふんわり仕上がり、
イヤなニオイもなし！

VC100エッセンスローションEX

10秒間スプレーするだけで、
生活の中で発生するさまざま
なニオイをしっかり消臭。微
細なミストを、広範囲に、どん
な角度からもスプレーできる
新ボトル。エアゾールガス不
使用。300mL・オープン価格。

部門

No.2

ライオン

洗浄力 モコ泡わトイレクリーナー

防除用医薬部外品

No.6

No.5

三井不動産

No.8

NTTドコモ、KDDI、
ソフトバンク

No.9

NTTドコモ

No.10

東京メトロ

東京ミッドタウン日比谷

＋メッセージ（プラスメッセージ）

my daiz（マイデイズ）

メトロポイントクラブ

開業35周年を記念したアニバー
サリーイベント。新パレード「ドリ
ーミング・アップ！」
、新プロジェ
クションマッピング「Celebrate!
Tokyo Disneyland 」 な ど 、
Happiestなプログラムが満載。

地上35階、地下4階のオフィス・
商業施設などからなる大規模
複合施設。都心最大級のシネ
コンをはじめ、日本初出店の6
ショップなど、多彩な60店舗
がオープン。観劇の前後の食
事やショッピングに便利。

携帯電話番号だけでメッセージ
がやり取りできるSMS の機能
を進化させた新サービス。最大
全 角2730文 字 ／ 通 まで 送 れ、
画像、動画、スタンプ、現在地
情報なども送信できるように。
グループでのやりとりも可能。

一人一人の行動や状況を学習
し、必要な情報やサービスが適
切なタイミングでドコモやパート
ナー企業からスマホに届くAIエ
ージェントサービス。天気や交
通情報のほか、飲食店やタクシ
ーの予約も。音声操作にも対応。

PASMO利用で東京メトロに乗
車すると、平日は1日あたり3
ポイント付与、休日はさらに4
ポイントを上乗せされるポイン
トサービス。10ポイント＝10
円としてチャージでき、運賃や
電子マネーとして使用可能。

家族が笑顔になれ、
とっても
楽しい時間を過ごせた（47歳）

おしゃれなお店があり
待ち合わせにも便利（59歳）

電話番号しか知らない人に
画像などを送れて便利（44歳）

豆腐みたいなキャラクターが
かわいい（40歳）

乗るだけでポイントが
たまるのはうれしい！（35歳）

入賞商品決定までの道のり
❶商品エントリー
❷1 次投票
（読者372人）
❸読者審査会＆入賞商品決定
読者投票で大賞決定

読者審査会の様子

