
リモコン効かないときはまず、

１月２５日 （水） は九州電力さんが来こら
れて省エネ教室をしました。 使用量の多
い方 ( 目安として３５０kWh 以上 ) には新
料金プランのスマートファミリープラン
がお勧めとの事でした。 その後、 IH クッキ
ングヒーターを使って料理教室をしてく
れました。 IH クッキングヒーターは揚げ物が得意です。
それは一定の温度を保ってくれるので、 かりっと揚がるし、
水けの多い食材を揚げる時は、 新聞紙をふたにしても燃
えないので安心です。 あとの掃除もふきんで拭くだけな
のでいつでも清潔ですよ。 メニューは鶏肉のゆかり揚げ
ともずくスープとホットケーキミックスの粉であげたガ
ネてんぷらでした。 IH クッキングヒーターは火力が弱い
と思っている方もいますが、 ガスよりも早くてタイマー
もついているので、 とても便利です。 （中村千加代）
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省エネ料理教室
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ひな祭り

ためしてねっと始めましたためしてねっと始めました
　　　　　　　　　今月から 「ためしてねっと」 というサービスを始め

　　　　　　　　　ることになりました。 簡単に言えば通販カタログみ

　　　　　　　　　たいなものですが、 普通の通販カタログとは少し、

　　　　　　　　　いやだいぶ違います。 例えば普通の通販だと電話

　　　　　　　　　やインターネットなどで注文して届いた商品が気に

　　　　　　　　　入らなかったりすると返品の手続き、 梱包など面倒

　　　　　　　　　ですよね。 また、 電話でのやり取りもわずらわしい

ものです。 そこで 「ためしてねっと」 はこの面倒な部分をすべて

カットしました。 ためしてねっとという名前の通り実際に商品に触

れていただき、 ためしに使っていただいてから購入できるというも

のです。 （場合によっては貸し出しも致します） さらにどうしても気

に入らないという場合は返品いただいても結構です。 お客様がす

ることは当店に 「返品するよ」 と言うだけです。 （笑） また商品の

アフターサービスも安心です。 例えば消耗品の注文など当店に言

っていただければ簡単ですよね。 商品も厳選された選りすぐりの

ものばかりです。 パラパラ～とめくっていただければ楽しいですし

欲しくなるいい商品が見つかると思います。 いい商品が見つかっ

たら 「この商品、 詳しく教えて～」 とお問い合わせください。

まずはご一読を！

灯を つけましょ  ボンボリに
三月三日はひな祭り。
我が家 毎年 立春の翌日か
ら飾ります。 ただ  七段飾
りは 場所を取るのでお内
裏さま、 お雛様だけにして
ます。 段飾りの 段を 処分してしまってま
すので一歳の孫が  あと ２年ぐらいしたら
考えが ある年
になると思う
のでもう少し
待ってから全
部だして あげ
なくては。
三十年前から
娘から 孫へ着
物も 時代は 違うけど受け継がれて来年 七草
に着る着物を 引っ張りだしたところでした。
孫たちの成長の速さについて 行くの  やっと
カッとです。 　　　　　　　１日の早さ、 一カ月の早さ、
一年の早さ今年も あっ  という間に三月
  　　　　はやが  なぁ〜只今  我が家は インフルエンザの館になってます。
みなさん 気を付けて 下さいね。 　　　　　（上木原サトミ）

　　　　　　　　　　今の時代何でもワイヤレ
　　　　　　　　　　スリモコンで操作します
　　　　　　　　　　　が、 たまに 「リモコン
　　　　　　　　　　　が効かない」 ということ
　　　　　　　　　　　がありますよね。 「電
　　　　　　　　　　池かな？」 と思って電池
　　　　　　　　　を替えてみたりする方も多
いようです。 ところが、 替えても効かな
いということを経験された方もいるのでは
？そんなときは電池を替える前にまずリ
モコンから信号が出ているか確認してみましょう。 リモコンはボタンを押すとリ
モコンの先から赤外線が出ます。 これが厄介なことに人間の目で見えません。
（見えたら見えたで邪魔かもしれませんが･･･） これを確認するのに携帯電話
やスマホを使います。 携帯スマホのカメラを起動しリモコンの先をカメラに映し
ながらボタンを押すと発光して信号が出ているのが確認できます。 出ていれば
リモコンは正常と判断
できます。 ただし発光
していても最初だけ一
瞬光るとか暗いという
場合は電池が弱って
いると判断できます。
この場合は電池交換
してください。
（中村隆洋）

　３月２日パナソニック新製品サミットに行ってきました。 新型のテレビや冷蔵

庫などを中心に展示されていました。 その中でもいちばん目を引いた商品は

やはりテレビです。 有機ＥＬというプラズマテレビと液晶テレビのいいトコ取り

をしたテレビです。 斜めから見てもキレイで映りが鮮やかで消費電力も低く、

これからの時代のテレビです。 その厚さは驚きの６.７ミリです。 スマートホン

と同じかそれ以下の厚みです。 色鮮やかですごくきれいでした。 今年の
６月ごろ発売となるようですので皆さんも

ぜひ見てみてください。 　　（岩城達矢）→

これが
有機ＥＬテレビ



ホームページ http://makurazaki.dokoden.net/ 「ドコデン枕崎店」 で検索してね！

ドコデン友の会 会員募集中

現在、 友の会に入っているお客様の声から
「家電製品の急な故障で買換え時に積立をしていて良かった」
「月々５,０００円なので無理のない範囲ですし、 ３,０００円のサービス券
がお得」 など、 大変喜んでもらっています。

ドコデン友の会 満期特典

月々５,０００円 ×１２回＝６０,０００円で

「３,０００円サービス券」「３,０００円サービス券」

不要になったお皿やお茶碗その他なんでも当店に持ってきてもらえませんか。
お持ちいただいた商品を店内で格安で販売し、 その売上金をすべて熊本復興支援金
として贈ります。 持ってこれない方は取りに伺いますので、 連絡してくださいね。

補聴器相談会
５月１２日･１３日

(金) (土 )
フラワーアレンジメント教室
４月１２日 (水 ) 1０:00 ～

ひまわりキャラクターの名前募集します
ひまわりのキャラクターの名前を考えてください。
考えていただいた方に 「夢のひまわりの種」 を
差し上げます。 一緒にどんな夢が咲くのか楽しみ
ましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

ひまわりキャラクター名前募集

不要品募集してます

和式から全自動トイレ 「アラウーノ」 にリフォームしました
トイレリフォームをご依頼いただきありがとうございます
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ただいま点検中

エアコン
エコキュート

洗濯機

クイズ

　１月２２日 「復興応援熊本バスツアー」 が開催されました。
３３名のお客さまにご参加いただき行って参りました。 熊本に到
着してから昼食の後、 最初の目的地のパナソニックショールー
ムでご見学、 最新のトイレやキッチン、 バスなどなど見ていただ
きました。 その後は熊本城そして熊本城近くにある桜の馬場城
彩苑で熊本観光です。 このバスツアーの最大の目的である
「復興応援」 ということであるお客様は 「いっぱい買わないとね」
とおっしゃっていました。 私は加藤神社まで行きお参りしてきまし
たがその場所は天守閣が目前に見える場所にあり被害の大きさ
をまざまざと実感してきました。 これだと熊本城復活まで何年か
かるか気が遠くなるような印象を持ちました。 行く道中ではブル

バスツアーバスツアー

復興応援復興応援
日帰り

熊本

ーシートをかぶった屋根がまだまだたくさんあり応援しないといけないなと感じ帰ってきました。
早朝から夜までお客さまと共に楽しい１日を過ごすことができました。 ありがとうございました。

問題

最近当店が始めた

通販のようなサービスは？

〇〇〇〇〇っと

携帯･スマホから
も送れます。
ＱＲコードを読み
取ってください。

締め切り :４月７日ご到着分までとさせていただきます

熊本復興応援チャリティ
熊本復興応援チャリティ

（洗濯槽クリーナーは有料となります）

ご要望によりクイズ復活しました！


