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ੱሏᆻჵૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᒦቇਂ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆻঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱሏᆹེૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆹኻၼཷᅴਂঐঐঐঐঐᨏব
ੱሏོਂਂঐঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱᇷኂੇ੩ૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਯᜂਂ႓ীঐഎঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਹਭ੩ੋਘᜂਂীঐഎঐᨏব
ੱᇷᢢኬၙ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱਣਹ੩੩ਮੋੲਿ
ঐঐঐᨏব
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ੱሏሏᅡ
ঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷᢢঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱਾਚঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਢਯੱᒴཱུੱਫਹਭঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷህਹਥਯഹ๘ঐ㎡ঐঐঐঐᨏব
ੱᖵ৸ਂঐၧᡅঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਡੲਹਾঐ๛ঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਞਘ੩ঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱླྀᆻჵૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱླྀᆹེૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱਾਚ੩੩ૠঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਢਯ਼ੲੌૠঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱਾਚོਂਂঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਯᜂਂ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਹਭ੩ੋਘᜂਂীঐ എᨏব
ੱਾਚኬၙ႓ীঐঐঐঐ എᨏব
ੱਵਠ੩ਦਂঐঐঐঐঐঐᨏব
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ੱፓᘶ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱ襖ᒌᜂਂীঐᦄงঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᒴཱུັਂ႓ীঐᦄงঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᡸභᜂਂীঐᦄงঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਿਘૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱഹਂ႓ীঐ㎡
ᨏব
ੱኬၙ႓ীঐᦄፓጶঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਯᜂਂ႓ীঐᦄ๛ᡅঐঐঐঐঐᨏব
ੱੋੲ੩ਦັਂীঐᦄ๛ᡅঐঐᨏব
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ウチノショッピング !!
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使いやすさと清掃性にこだわったスリムタイプ
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リンナイ レンジフード
URG-3RA0601LS-1
￥153,000

￥50,000
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※取付工事代￥20,000 より
※工事の前に現場調査をさせて頂きます。

〒359-1133 所沢市荒幡 425
http://www.ouchino-uchino.com

内野徳治
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大根とホタテのサラダ
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わさびを入れよく混ぜる。

まちがいはいくつありますか？

装備
性能

装備
性能

らくパッと収納 / 人造大理石トップ・シンク / ラクリーンフード /
食器洗い乾燥機 / クイックポケット / クイックパレット
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サウンドシャワー / 人造大理石浴槽 / タフぴかコート / うつくしフロア /
カミトリ名人 +/ スミらく仕上げ / エアインシャワー / 電気式換気乾燥暖房機

皆さんこんにちは。
ご好評につき、今月も「展示品大
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正解者にはウチノでつかえる
ポイントを１５pt プレゼント !
回答選択

Ａ ７個
Ｂ ８個
Ｃ ９個

前回の答え

ᱜ⸃⠪㯁ᣇ
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Ｃ ９個

内野晴彰

■応募方法 付属のはがきに答えと必要事項をご記入の上ご応募ください︒
■締め切り
月 日

？ ま ち が い さ が し ？

OF

︵税別︶

畔本宏美

内野順子

ᥳ
F

毎月たくさんのお言葉や

大さじ１

イラストをいただき︑

わさび

誠にありがとうございます！

大さじ１

うっちー新聞企画室では

１缶

皆様からのお便りを

完成〜 !!

お待ちしています！

付属のはがきをご利用下さい︒

分程寝かせる。

大さじ２

OF

定価 1,171,000 円が

大根も入れ、よく混ぜ冷蔵庫で 30

しょうゆ

ᥳ
F

１６１６型（１坪サイズ）
壁カラー：ホライゾンブラック

.2
49 万円

.4
59 万円
定価 1,484,800 円が

STORY（ストーリー）

れる。

マヨネーズ

間口：255ｃｍ
扉カラー：シャインイエロー

音楽を聴きながら心地よい入浴を楽しめます

ホタテ缶を汁ごとほぐしながら入

ホタテの缶詰

リシェル

︵税別︶

ボウルにマヨネーズ、しょうゆ、

10cm

調理作業を快適にするこだわり機能が充実！

ޒᅆԼỉἍὊἽử
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大根をできるだけ薄く短冊切りに
する。

大根

Ⴘྚ
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２

29

売り出しセール」を延長して実施
することにきまりました！
展示品がとってもお得なキャンペ
ーンとなっております♪
展示品現品が最大６０％OFF と
とーってもお買い得です！
売約済み商品は、展示品と同じ商
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品を通常より特価で対応させてい
ただきます !!
この機会を是非お見逃しなく！
詳しくはショールームへ !!
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村松和泉

内野あけみ

r_uchino@ever.ocn.ne.jp

