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住まいの 有 効 活 用をご 提 案 するフリーマガジン

［だんらん］

住 ま い のト ー タ ル プ ラ ン ナ ー 、

特集

おうちでつくる
フシギスイーツ

vol.
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琥珀糖
おうちでつくる

【材料】
粉寒天 : 4g

水

砂糖

色粉 : 適量

: 300g

: 200cc

1.下準備をしっかりと
お菓子作りで、最も大事なのが計量です。は
かりを使って、正しい量を準備しましょう。用

バットもしくは、製氷皿に寒天を流し込みます。
次に水で溶いた色粉で、色をつけていきましょ
う。少し固まりだしてから色づけすると、マーブ
ル模様がつきやすくなります。

4.冷やし、好きな形にカット
冷蔵庫で1時間ほど冷やします。固まったら好き
な形にカット。手でちぎってもOKです。すぐに食
べられますが、風通しのよい場所で乾燥すると
結晶化によりシャリッとした食感が楽しめます。
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せると、
かけて乾燥さ
1〜2週間ほど
がみられ
していく様子
砂糖が結晶化
！
ょう
観察してみまし
ます。完成まで

おうち時間が増えたことで︑ブームとなっているのが手作り︒

3.型に流し込む

そこで今回は︑理科の実験のように楽しみながら作れる︑

加減を気にしながら混ぜましょう。

見た目も華やかな﹁フシギスイーツ﹂を特集します︒

す。ヘラで持ち上げたときに、雫が糸を引くま
で煮詰めるのがポイント。こげないように、火

お菓子のレシピはもちろんのこと︑便利なキッチングッズや

鍋に粉寒天を加え、中火にかけながら混ぜま

おしゃれで簡単なラッピング方法もあわせてご紹介します︒

2.粉寒天を煮詰める

おうちでフシギスイーツを楽しもう

意ができたら、次に砂糖と水を鍋にいれて、
溶け合うまでよく混ぜます。

フシギスイーツ

〝食べる宝石〟として話題になるほど︑美しい見た目の琥珀糖︒

中はトロッと︑外はシャリッとした食感のスイーツです︒

色の組み合わせを楽しみながら︑作ってみましょう︒
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レモン : 適量

1.お茶を淹れる
ティーポットにバタフライピーを
淹れ、お湯で蒸らします。沸騰
直後のお湯で注ぐと、茶葉の香
りを最大限に引き出せます。

2.レモンを絞る
コップに紅茶をゆっくりと注ぎま

色が変わる紅茶

す。青色の紅茶を味わったら、
紅茶の成分に含
まれるアントシ
アニンがレモン
の酸性に反応し
て、青色から紫
色に変色します
。

イピーという紅茶。
鼻を抜ける香りが特徴的なバタフラ
色に変貌をとげる
レモンを絞ると、一瞬で青色から紫

ドリンク2種／氷：適量 ガムシロップ：2〜3個

1.ドリンクを注ぎ、
ガムシロップを混ぜる

子を楽しみましょう。
※子宮収縮作用と血小板凝固抑制
作用が有ります。妊娠中、授乳中、
生理中の方はお控えください。

不思議なハーブティーです。

【材料】

レモンを絞り、紫色に変わる様

の量を変え、
クールアガー
比較してみる
固まり具合を

プで重
ムシロッ
ガ
に
①
な
ドリンク
このよう
ことで、
す
や
みを増
ります。
ンクにな
リ
ド
の
2層

のも◎！

【材料】

グラスの5分の1から6分の1程度、
ドリ

ミネラルウォーター : 500cc

砂糖

クールアガー

黒蜜、
きなこ : 適量

: 14g

ンク①を注ぎます。ガムシロップを
複数加えたら、
しっかりと混ぜましょう。

2.氷を入れる
大粒の氷をグラスいっぱいに入れま
す。小粒を入れてしまうと浮き上が

: 大さじ1

1.計量する

2.材料を混ぜる

各材料を計量していきます。クールア

鍋に砂糖とクールアガーを入れ、よく

ガーは、パールアガーやイナアガーな

混ぜます。クールアガーは溶けにくい

どの別 名で販 売されていることも。

ため、先に砂糖と混ぜることが大切で

購入時に気をつけましょう。

す。次にミネラルウォーターを少しずつ
加えながら、混ぜます。

り、
ドリンク同士が混ざってしまうの
で気をつけましょう。

3.2つ目のドリンクを注ぐ
上部の氷に伝わせるように、
ドリンク
②を少しずついれます。慣れないう
ちは、注ぎ口のある容器を使うのが
オススメです。

セパレートドリンク
ドリンクを2層にした、お洒落な見た目のセパレートドリンク。
組み合わせも自由自在なので、様々な飲み物で試してみてください。

3.中火で煮る

4.冷やして、盛り付け

中 火にかけながら混ぜ 、沸 騰したら

2時間以上、冷蔵庫でしっかりと冷やし

1分煮立たせます。火からおろし、粗熱

ます。型から慎重に外し、きなこや黒蜜

をとったら、型に流し込みます。型が大

をかければ完成です。お好みで金箔を

きいほど、外したときに形が崩れやす

振りかければ、より豪華なレインドロッ

くなるので注意しましょう。

プに仕上がります。

一手間でランクアップ

100円ショップ

ラッピング
アイディア！
リボンを使ったラッピング
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テトラ型ラッピング

キャンディー包み

手作りのお菓子をプレゼン
トしたいときに使える、お

リボンの掛け方にも一文字掛け

紙、のり、ホッチキスがあればで

小さなものをたくさん包むことが

や定番の十文字掛けなど、様々

きるラッピング方法です。スタン

できます。紙とカラー輪ゴムさえ

な方法があります。アクセントと

プを押せば、オリジナリティあふ

準備すれば、簡単に可愛くラッピ

して、飾りをつけるのもオススメ。

れるものが完成します。

ングできます。
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レインドロップケーキ

バタフライピー : 1杯分

名前の通り︑大きい雨粒のような無色透明のケーキです︒

簡単に作れるので︑お菓子作りに慣れていない人でも気軽に挑戦できます︒

【材料】

しゃれなラッピング方法を
ご紹介します。

便利なグッズ
デコレーションアイテム

目安計

ハンドミキサー

お菓子作りで役立つこと間
違いなしの、お手頃価格で

お菓子を可愛く見せるためのア

最大で1kgまで計量することが

卵やクリームを簡単に泡立てたい

ラザンや色粉なども手に入りま

でき、液体を計るためのカゴもつ

とき、役 に 立 つ の が ハンドミキ

す。一回で使い切れる量なので、

いています。コンパクトなサイズ

サー。本体が軽いため、女性や子

余る心配もありません。

なので、収納にも便利です。

どもでも使いやすくなっています。

手に入る便利グッズをご紹
介します。
DanRan
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外観

OW

E
いた
ご購入いただ
当社で住宅を
だきました。
セージをいた
お客様からメッ

A様邸
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﹁長年住み慣れた街で︑子どもの学区
が変わらない場所﹂を条件に︑建売を探
されていたA様ご家族︒しかし︑建売で
はどこかを妥協をする必要がありまし
た︒そんなとき︑自由建設で建てられる
住協グループの建築条件付土地︵ ※︶に
出会い︑ご夫婦はときめいたそうです︒
また︑購入した土地は以前住んでいたマ
ンションから近い場所︒﹁引っ越しのと
きも少しずつ自分たちでモノを運べた
し︑何より建築過程をずっと見学できて
いたのが嬉しかったですね﹂とご夫婦は
話します︒
上品で清潔感のある外観デザインは︑
﹁シンプル﹂がお好きなお二人のご希望
を最大限に反映しました︒﹁長年住むこ
とを考えたときに︑やはりシンプルがい
いと落ち着きました﹂とご主人︒
また︑ご夫婦は﹁思い入れあるテーブ
ルの黒いアイアンの脚に合わせて︑窓枠
や吹き抜けのあるスケルトン階段にもブ
ラックを取り入れ︑家具が映えるよう内
観をデザインしました﹂と語ります︒ご
夫婦のセンスが反映されたリビングは︑
まるでカフェスペースにいるような錯覚
すら覚えるほど︒特にお二人のご希望
だったスケルトン階段には︑ご主人の大

落ち着いた雰囲気のリビン
グは、二人の息子さんが勉
強に集中できる場所。テーブ
ルの上に置かれた一輪挿し
が空間を彩ります。

※建築条件付土地…指定された建築会社で建物を建て、一定期間のうちに建築請負契約を結ぶ土地のこと。

DanRan
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好きなオーディオスペースがあり︑時折

リビング

03

長く住むことを考えたシンプルな外観と
愛用の家具を主役とした内観のお家
お気に入りの机と同じ色を反映さ
せた、ご夫婦念願のスケルトン階
段。階段下には、ご主人の大好き
なオーディオが並びます。

ここで時間を過ごされるようです︒

お気に入りポイント

「ウッディなイメージを取り入
れることも考えた」という外観
は、将来のことを見据え、上品
で清潔感のあるデザインに。
美しいホワイトが印象的なペニンシュラキッチン

東京都

声
お気に入りポイント

お客様の
回のお客様
今

R ’ S V OI C
NE

お気に入りポイント
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階段

ォーム 相 談
室
リフ

デニング はじめの一歩はここから
ガー

ステイホームが続き、
自宅を見直す時間が増えた結果、
リフォーム依頼が増えてき
ています。新しい生活様式ができあがる中、With コロナ時代にあった住まいをご提
Vol.09

今回のテーマ

案！無理せず今の時代に合った生活ができるおうちに変えてみませんか。

はじめての 水 耕 栽 培

感 染 予 防できる住まいへ
玄関ドアを電子錠に

玄関近くに手洗い器を

今回は育てるときのコツやオススメの品種をご紹介します。

非接触で開錠が可能に。荷物が多い日

玄関で手を洗ってからおうちにはいるこ

でも開閉がスムーズです。通常の鍵穴と

とで感染予防に。感染対策以外にも、散

違い、
ピッキングをされることもないので防

歩後のペットを洗ったり、外仕事での汚れ

犯面でも役立ちます。

を落としやすいなどの利点もあります。

How to 水耕栽培
球根・水・容器を準備

水耕栽培とは、土の代わりに水を使って植物を栽培する方法のこと。
水の量や置き場所など、育てるときのポイントを押さえておきましょう。

始めは暗い場所で育てる

根が張ったら球根は浸さない

▶

▶

1

2

3

水耕栽培は容器と水、そして球根があれば

直射日光が当たる場所に置くと、水が温か

芽が出るまでは、球根の少し下まで水を与

始めることができます。専用容器もあります

くなり、植物の成長を妨げてしまいます。そ

えて大丈夫です。根が張ってきたら、少しず

が、使い終わったペットボトルやジャム瓶を

のため、はじめは暗くて涼しい場所に置きま

つ量を減らしていきます。球根に水がぴった
り付いていると、腐ったり、カビたりする原

うまく活用すれば、球根がのる容器を手作

しょう。すると球根が土の中にいると錯覚

りすることも可能。成長過程を楽しみたいと

し、発芽します。根がしっかりと張ったら、直

因になってしまうので要注意を。また、きれ

きは、無地の入れ物がオススメです。花が

射日光に当たりすぎない場所へ移動を。い

いな水をあげることも大切です。濁ってきた

咲くと容器が倒れてしまうので、重みのある

つも目にはいるところに置いておくと、成長

ら交換をしてあげましょう。一週間に一度く

ものを選びましょう。

していく様子を楽しめます。

らいの頻度で大丈夫です。

キッチンや洗面所を自動水栓にすること

非対面で荷物の受け取りが可能に。お

で手が触れる箇所を減らします。節水効

子様一人でお留守番の際も安心です。

果が高い商品もあるので、水道代節約・

置き配も普及していますが、盗難の危険

エコにもつながります。

もあり、宅配ボックスがあれば安心です。

新型コロナウィルスによる外出自
粛やテレワークの急増により、お
うちでの過ごし方や生活の常識が
変わりつつある今。With コロナ時

テレワークを快適に

ピンクや紫、ブルーなど色も綺麗で、
香りもすてきな花。初心者でも簡単
に育てられます。

ent!/

ムスカリ

クロッカス

ヒヤシンス

オ ススメの 品 種

\

es
Pr

宅配ボックスで受け取り

クロッカスはとても丈夫な植物。花
色も黄色から紫、白、赤など、部屋に
優しい彩りを与えます。

コンパクトなサイズで可愛らしさ溢
れるムスカリ。甘くて清潔感のある
香りが特徴的です。

窓付の個室でお子様も安心

パーテーションで個室 風に

個室で作業をしている間、小さなお子様

どうしてもワークスペースが取れない場

が心配……。そんな場合は室内に窓を

合は、パーテーション付きのデスクで簡易

付けると空間のつながりができ、仕事以

的に個室風にしてみては？ 組み立ても簡

外の時は開けておくことも可能です。

単で手軽に完成！

※詳しくは裏表紙の
「プレゼントコーナー」
をご覧ください。

を過ごしませんか？

0120−703−180

植物の根が腐った状態。水耕栽培では、水をやり過ぎると植物が酸

根腐れ

素を必要とし、根腐れを起こすことがあります。もしそうなった場合
は、早めに腐った根を切り離しましょう。

パナソニック「ENJOY YOUR ROOM」

パナソニック「KOMORU - コモル - 」

このほかにも、浴室へ直行できる動線へのリフォームや、換気経路の確保などの対
策も考えられます。大規模なリフォームでなくても、できるところからコロナ対策やテレ

DanRan

よりストレスの少ないおうち時間

住協建設（株）
リフォーム課

ワークに合わせた改善をしてみてはいかがでしょうか。
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代に合わせた住まいに進化させ、

お問い合わせ

ガーデニング
用語

ミニ水 耕菜園 キット

……

DOWN

自動水栓 への交換

新 型コロナウィルスの影 響で︑
お う ちの気になる 部 分 が 出てき ま した

水の交換頻度が少なく、初心者でも気軽にはじめられる水耕栽培。

今 回のご相 談

Witコ
hロナ 時 代 に
合 わ せ た 住 まいへ！

Withコロナ時代の住まいとは？

Web

住協建設 ホームページ

http://www.j-kensetsu.jp/
住協建設

検索

その他リフォームもお気軽にご相談ください

DanRan
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おすすめスポット

NEWS

住 協 エリアを探る

Zoom Up!
今回のエリア

朝霞市
武蔵野の面影が残る豊かな自然

商品すべてが主役の焼き菓子屋さん

と、東武東上線とＪＲ武蔵野線

焼き菓子屋TEKUTEKU

の利用で都心部への利便性がバ

「ケーキ屋さんでは脇役になりがちな、
クッキーを主役としたお店をつくりたい」
というシェ
フの想いから誕生した焼き菓子屋 TEKUTEKU。美味しさを追求するため、店頭に

ランスよく調和している朝霞
市。新型コロナウイルス感染症

並ぶ商品はすべて1人のシェフの手から作られています。
１番の人気商品は北海道産

による市民生活への対策として

バターをにじみ出るほどに使用した、
てくてくのバタークッキーです。封を開けた瞬間の

ファミリー層に対する市独自の

甘い香りや、
口の中いっぱいに広がるバター、
小麦粉の旨味が印象的。直径約8cmと

施策や日常的な子育て支援な

食べ応えのあるボリュームから、
贈り物として購入されるお客様も多いのだとか。
店頭に
は他にもマドレーヌやビスケット、
マカダミアなど、
シェフがこだわり抜いた焼き菓子が並ん
でいます。
東武東上線朝霞台駅から、
徒歩約２分という立地の良さもイチオシポイント。
ぜひ、
お出掛けやお散歩のついでに、テクテク と気軽にお立ち寄りください。

ど、お子様のいるご家庭への手
厚い支援を行っています。今回
はそんな朝霞市にある焼き菓子
屋さんをご紹介します。

《シェフからのコメント》

住協グループが経営する「ホテル庵築地」
「ホテル庵浅草」
に次ぐ3つ目のホテル「ＧＡＬＯＩ
ＳＨＯＴＥＬ 新大久保（ガロアホ
テル新大久保）」がグランドオープンしました。
JR新大久保駅から徒歩2分という便利なロケーションに加

など、お客様にはご不便をおかけしていますが、お客様の温かいお声やご協力に感謝しています。

様々な宿泊プランに加え、2020年11月末までの期間限定

当店の焼き菓子が、おうち時間の彩りとなれば嬉しいです。そして今後「てくてくのバタークッ

で全客室タイプ正規料金から40％ＯＦＦになる、
「GOTO東京

キー」が朝霞市をはじめ、埼玉県のお土産としてより認知されるよう精進してまいります。

花

ツツジ

木

ケヤキ

応援プラン」を実施しております。

え、全室Wi-Fi完備、癒しやくつろぎを体感できる大浴場。さら

感染予防対策を実施のうえお待ちしております。

店舗情報

に高気圧酸素マシン「02BOX」を館内に設置。全79室の快適

人気ランキング Best 3!

https://yakigashiyatekuteku.shop
住
営
休

！ 新型コロナウイルス感染対策について

朝霞市

ソーシャルディスタンスの確保が余儀なくされている今、当店でも入店人数を制限させていただく

空間が安らぎと癒しをご提供いたします。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、当社ではお客様ならびに当社従業員の
安全確保のため、以下の対応を実施しております。

店舗の消毒について

店頭のアルコール
消毒液設置について

当社の従業員について

当社では、お客様にご安心してご来店いた

住協グループ各店舗・店頭に、お客様用

当社では出勤時に体調チェックシートを用い、必ず健康状態の確

だけますよう、店内の清掃、アルコール消毒

アルコール消毒液を設置しております。

認（検温・咳の有無など）
を行います。手洗いは、石鹸液と消毒液

液などを用いての消毒を実施しております。

ご使用ください。

による洗浄・殺菌を徹底し、こまめに行っております。また、予防

電

朝霞市西弁財
1-11-12-1F
10:00〜18:00
日曜・月曜
3月・12月のみ
火曜もお休み
048-212-6010
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対策として、マスクを着用しご対応させていただいております。
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※画像はイメージです。詳しくは裏表紙の「プレゼントコーナー」をご覧ください。
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サ ポ ー ト 企 業

Present

アンケートに答えて
抽選で当たる！

C

読 者プレゼント

ＮＡＣＫ５

犬猫譲渡会 −住協川越支店駐車場−
保護犬や保護猫を家族に迎えませんか？

1 バタフライピー

4名様

遊んで癒されたいだけでも大歓迎！
詳しくは住協 川越支店の

特 集で紹 介した色が変わる
紅茶バタフライピー。お子様
と一 緒に化 学 実 験 のような
不思議な現象を楽しめます。

ホームページ・フェイスブックをチェック！

公式Facebook&Instagram公開中！
www.facebook.com/jyukyo.jg
www.instagram.com/jyukyo̲group̲official

2 ミニ水耕菜園キット

3名様

是非、フォロー＆いいね！をよろしくお願いします♪

水耕栽培が初めての方でも簡
単にチャレンジできるリビング
ファームの入門キット。ベビー
リーフの種付きです。

あなたの周りに、住まいについてお悩みの方はいませんか？

住協 の 紹介制度

お悩み解決への
第一歩！

焼き菓子屋 TEKUTEKU

3 焼き菓子詰め合わせ＆トートバッグ

3名様

ご 紹 介 方 法 は こ ち ら！
電話

お近くの住協支店、または営業担当へ

Web

住協ホームページ 幸せを分かち合う住協の紹介制度

来店

お近くの住協支店へ

DanRanオリジナルの焼き菓
子詰め合わせBOXと、
トート
バックのプレゼント。
この機会
に是非ご賞味ください。

※画像はイメージです。

応募締切

プ レ ゼ ン ト
■ご紹介者様に

最高 10 万円分の
商品券または紹介料

11月30日（月）

令和2年
弊社分譲新築住宅の
ご成約者様に

エアコン1 台

（6畳居室用＋工事費）

※プレゼントの進呈は初回面談で弊社営業担当者にご紹介の旨を伝えていただいた
場合に限ります。
※当社分譲の新築住宅をご購入の場合以外でも、弊社社内の規定によりご双方にプ
レゼントをご用意しております。
※ご紹介いただいたお客様がご利用されたサービス内容により謝礼額が変わります。

プレゼントに関 するお問い合わせは住 協まで
過去のDanRanは、
ホームページからご覧いただけます。
Web

住協 ホームページ https://www.jyu-g.co.jp/

株式会社住協ホールディングス

住協建設株式会社

株式会社住協

埼玉県所沢市小手指町1-1-4
Tel. 04-2940-8600
http://www.j-group-h.com/

埼玉県狭山市狭山台4-27-38
Tel. 04-2957-8300（代）
https://www.j-kensetsu.jp/

埼玉県所沢市小手指町1-1-4
https://www.jyu-g.co.jp/

P・R保険パートナーズ株式会社
埼玉県所沢市小手指町1-1-4
Tel. 04-2903-0102
http://www.p-r.co.jp

東 京 本 店 tel.03-3370-3838（代）
大泉出張所 tel.03-5933-1175

※当日到着分有効

※読者アンケートハガキに必要事項をご記入の上、お送りください
（切手代不要）。
※厳正な抽選のうえ、プレゼントの当選者発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

入 間 支 店
狭 山 支 店
大 泉 支 店
新所沢支店
飯 能 支 店
川 越 支 店

Tel. 04-2903-8800（代）

tel.04-2963-6651
tel.04-2959-3611
tel.03-3921-6566
tel.04-2926-7311
tel.042-974-5900
tel.049-245-0041

ふじみ野支店
小手指支店
朝霞台支店
東久留米支店
狭山ヶ丘営業所
吉祥寺支店

tel.049-256-5588
tel.04-2903-8815
tel.048-470-1200
tel.042-479-2018
tel.04-2946-8338
tel.0422-29-0150

