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※ポイントは締切の翌月中旬頃に付与します。号ごとに、
おひとり様1回までご参加いただけます。

CAINZ CARD POINT 50pt Present !
アンケート回答でカインズカードポイント50ポイント進呈! アンケート締切：8月31日

DIYerの掃除用具 

CLEAN TOOLS 
for DIYers

Special 
Feature:

特 集

Q
私が愛用しているのは「マキタ 充電式ドライバ

ドリル 10.8V」です。充電式で軽くて持ちや

すいですし、インパクトが苦手な私にはちょうど

良いパワーです！

このアイテムの
気に入っているポイントを
教えてください。 Q

靴箱の上の空間に棚を作って収納スペースを

設けたり、棚自体を設置するのにも使用してい

ます。

どんなものをつくるときに、
このアイテムを
使っていますか？

Q
バッテリーが軽くて差し込むタイプなので、長時

間使っていても疲れません。充電式クリーナー

もおんなじバッテリーなので重宝しています。

このアイテムを使用する時、
どんなところが
便利だと感じますか？ Q

一度直したソファーが痛んできたので、また修

繕したいです。ソファーの枠の座面の部分に

ひたすらビス止めをして、カインズのマットレスと

ソファーカバーを被せたいと考えています。あと

は息子の部屋の収納を作りたいですね。

このアイテムを使ったDIYで
挑戦したいことは
ありますか？

作り方
1  べったら漬けをあられ切りにする。
2  マカロニサラダとあられ切りにしたべったら漬けを混ぜ合わせる。
3  お好みでマヨネーズを足したら完成！

カインズで販売しているDIYグッズの使い方や、
長年愛用しているアイテムをDIYersに紹介してもらいます。
今回はカインズ大宮店の松川里佳さんに愛用しているギアの魅力を聞きました！

料理好きなDIYerに、とっておきのアレンジレシピを教えてもらいました。
今回登場するのはカインズスタッフの堀純子さんと齊藤和也さんのおふたり。
 「べったらマカロニ」と「納豆キムチパスタ」のレシピを紹介してもらいます。

教えてくれたのは

松川里佳さん
（カインズ大宮店）

教えてくれたのは

堀純子さん
（カインズ仙台港店）

SOME CULTURE
CAINZに勤務するDIYerたちに、DIYにまつわるあんなことや、こんなことを紹介してもらうミニコラムページ。

CAINZ流DIYの定義はとっても幅広く、料理やお散歩までDIYとして捉えています。
今回は〈いつメシDIY。〉〈DIYersのひみつ道具〉の2企画を掲載！

材料
・マカロニサラダ   適量

・べったら漬け   適量

べったらマカロニ

recipe:

bettara 
macaroni

point
べったら漬けは大きめに

切ることで、
歯応えを楽しめます！

作り方
1  納豆とタレ、からし、キムチを混ぜ合わせる。
2  海苔をパスタの茹で汁100gに溶かしてソースを作る。
3  そのスープに納豆、キムチ、ゴマ、バターを入れる。
4  パスタと絡めて完成！ お好みで麺つゆをかけてどうぞ。

齊藤和也さん
（マーケティング本部
プロセス改革部）

材料
・パスタ   100g

・納豆   1パック

・キムチ、ネギ、海苔、ゴマ

   適量

・バター   10g

・卵黄   1個

・麺つゆ   適量

納豆キムチパスタ

recipe:

natto kimuchi 
pasta

point
キムチ、ゴマ、バターの

分量のバランスが大事です。
あなただけの味を探してみて！
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LEAN TOOLS 
for DIYers

　僕たちは生きている。生きている以上、メンテナンスが

必要だ。食事をし、体を洗い、1日が終わればゆっくりと

休息をとる。それは何も、人間に限った話ではない。毎日

の暮らしを支えてくれている道具、場所、そして心安らぐ

この部屋だって、手入れなしでは曇っていく。

　掃除をすることは、暮らしを支える全部を元気にする。

そう、この空間をエネルギーで満たすんだ。自分を取り巻

くすべてのことに、ありがとうって言うように。感謝の言

のを使ってない？ ちょっと視界を広げてみれば、世の中

はこんなに便利なアイテムであふれている。

　知らないものを、知るって楽しい。好奇心がわいてきたら、

仲間に声をかけてみよう。どうやって使うの？ どう便利な

の？ そんな生まれたての「なんで」を受け止めてくれるの

が、DIYerでもあるカインズのスタッフたちだ。彼らだって、

君のように疲れて帰る日もある。それでもTOOLSの知識

がちょっとだけ多いからこそ、今日も口笛吹ながら掃除を

葉を伝えることが、面倒なわけないはずだ。今日を超えて、

もっとわくわくする明日のために、これからもどうぞよろ

しくねって。そんな行為が掃除だとしたら、それってめちゃ

くちゃポジティブなDIYだと思う。どうせなら口笛でも吹

きながら、ご機嫌ムードでこなしたい。

　疲れている時もある。時間がない時もある。どうしても

気分が乗らないなんて時にも、味方になってくれるのは

TOOLSだ。浴槽の洗剤、台所のスポンジ、ずっと同じも

こなしてしまう、そんな日常を手に入れているはずなんだ。

今回は少しだけ、それぞれ誌面で語ってもらった。みんな

の工夫が、こだわりが、それこそが自分なりのDIYだって

ことが、めちゃくちゃ伝わってくると思うんだ。

　道具のかっこよさから入ってもいい。最新技術も外せな

い。まずは自分の暮らしで1番大切な場所を、ピカピカに

することから始めてみてもいい。暮らしを良くする、すべ

てがDIYだ。掃除はもっと、楽しくなる。

面倒なんて、誰が言った？ 掃除はポジティブなDIYだ

01. Maintenance
浴槽に傷をつけないことで汚れのもとをつくらない

浴槽には、洗剤なしで洗える「アクリ
ルたわし」を愛用。傷がつきにくく、傷
から広がりがちな汚れを防げます。使
用後は紐でぶら下げて、よく乾燥させ
ておくのがポイント。

青木宏統  （総務部）

ブラシ部分を収納することで自立する「立
つほうき」はおすすめ。掃除場所によってブ
ラシの長短が選べるのも便利。

02. Daily Care
日頃からの細かい工夫で掃除を大仕事にしない

汚れをため込まないよう、日頃から細
かい掃除を心がけています。カーペッ
トの掃除は、導線がふさがれていると
やる気がなくなるので、床に物は置か
ないようにしています。

星野彩華  （広報部）

噴射式で持ちやすい「防カビ・除菌 お風呂
の洗剤」を愛用。この種の洗剤にありがち
な、独特のにおいが少ないのも◎。

03. Preparation
先手のひと手間できれいな状態をキープする

脱衣所の床と壁の間にマスキング
テープを貼っておいて汚れたらはがす、
ごみ捨てでほこりが舞わないように掃
除機フィルターにティッシュを挟んで
おくなど、事前のひと手間を。

君塚愛佳  （デザイン企画部）

「玄関タイルの汚れを落とすブラッシングス
ポンジ」に出合ってから、ぞうきん掃除を卒
業。洗剤なしで簡単にきれいに。

04. Pick a Proper Tool
道具を上手に使い分けて効率UP＆仕上がりに違い

広い場所はコードあり掃除機、階段
や狭い場所はほうきで掃き出してから
コードレス掃除機など、場所によって
適したアイテムを使い分けると効率も
いいし、仕上がりもきれい。

栗原 環  （人事マネジメント部）

「蛇口コネクター」を取り付けておくと、洗
面所の水栓とホース、２WAYでどちらも使
えるので、窓掃除の際に重宝。

05. Wiping is the Best
部屋のサイズに合わせてあえて掃除機は使わない

ほこりが舞い上がることもあり、ワン
ルームで効率の悪い掃除機は使い
ません。ドライシートで髪の毛などを
取ってからウェットシート、再度ドライ
シートで乾拭きしています。

宮田健義  （広報部）

「すきまクロス」は、3mm以上の隙間に差
し込んで掃除できる便利アイテム。濡らすと
さらに拭き取り効果がUPします。

06. Smart Decoration
見た目にかわいく、交換の目安にもなる工夫

換気扇フィルターが見えてしまう設計
の場合は、フィルターの縁にマスキン
グテープを貼っておくことで、見た目に
配慮。テープが汚れたら交換するとい
う目安にもなります。

室井舞花  （デザイン企画部）

手が入らない細い水筒には、「ふるだけボ
トルクリーナー」。水と一緒に入れて振るだ
けで、茶渋もすっきりとれちゃいます。

07. Small Ideas
掃除する場所ごとのアイテム選びと小さな工夫

スニーカーには事前にコート剤をか
けて汚れにくく、洗う際は専用クリー
ナーで効率よく。トイレは先にウェット
シートで拭いてから掃除機をかけると、
菌が舞わないらしいです。

中山卓哉  （DIY Style部）

「フロアクリーナー スペアテープ」は、床を
選ばず、フローリング、ビニール床、畳、カー
ペットを掃除できます。

08. Use Old Socks
捨てる前にもうひと活躍！ 古靴下でほこり取り

使い古した靴下を、掃除アイテムとし
て使っています。靴下を手にはめて、ほ
こりが気になるところをなでるだけ！
掃除が終わったら、そのまま捨てられ
るのも便利です。

田沼有理  （デザイン企画部）

鏡などの頑固な汚れを落とす「浴室・洗面
まわり用 ダイヤモンドパッド」は、他メーカー
より長持ちする気がします。

Cleaning and tidying your home space just the way you like it is an excellent 
example of DIY.  What is everyone’s focus? What items are recommended? 
We asked CAINZ staff members, who are dedicated DIYers.C
毎日暮らすこの空間を、心地よく整える。そのためにする掃除だって、立派なDIYだ。
みんなのこだわりは？ おすすめのアイテムは？ 筋金入りのDIYer、CAINZスタッフに聞いてみた。

The DIY SQUARE magPhotographer: Sho Ueda   Stylist: Manabu Harada
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CAINZに勤務するDIYerたちに、DIYにまつわるあんなことや、こんなことを紹介してもらうミニコラムページ。

CAINZ流DIYの定義はとっても幅広く、料理やお散歩までDIYとして捉えています。
今回は〈いつメシDIY。〉〈DIYersのひみつ道具〉の2企画を掲載！

材料
・マカロニサラダ   適量

・べったら漬け   適量

べったらマカロニ

recipe:

bettara 
macaroni

point
べったら漬けは大きめに

切ることで、
歯応えを楽しめます！

作り方
1  納豆とタレ、からし、キムチを混ぜ合わせる。
2  海苔をパスタの茹で汁100gに溶かしてソースを作る。
3  そのスープに納豆、キムチ、ゴマ、バターを入れる。
4  パスタと絡めて完成！ お好みで麺つゆをかけてどうぞ。

齊藤和也さん
（マーケティング本部
プロセス改革部）

材料
・パスタ   100g

・納豆   1パック

・キムチ、ネギ、海苔、ゴマ

   適量

・バター   10g

・卵黄   1個

・麺つゆ   適量

納豆キムチパスタ

recipe:

natto kimuchi 
pasta

point
キムチ、ゴマ、バターの

分量のバランスが大事です。
あなただけの味を探してみて！
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発行元:株式会社カインズ The DIY SQUARE mag編集室

住所:〒367-0030　埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
TEL:0120-87-7111




