
「耳、本来の特長」を活かす、まったく新しい補聴器
TOUCH - True

ベルトーン　タッチ・トゥルー

約30％
縮小

マイク

・マイク分離型オーダーメイド。
・汗に強い。内部部品もナノコート！
・風切り音も静か！
・リモコン受信機不要でテレビもらくらく！

  お気軽に店員まで。

http://www.niigata-aid.co.jp0120-74-4133
 

ニイガタ 株式会社

新潟市中央区弁天2丁目3番11号フジパークハイツ1Ｆ
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-244-8803

ニイガタエイド 検索

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店　自立支援法補聴器取扱店

新潟本店

新潟市南区白根3069
■営業時間／平日9：00～17：00
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-371-1333
白 根 店

佐渡市窪田992
■営業時間／平日9：00～17：00
              　土曜9：00～15：00 
■定 休 日／木曜・日曜・祝日

Ｔel.0259-52-4715
佐 渡店

認定補聴器専門店 補聴器専門店

【ヨコのかぎ】
  ２. オシャレ補聴器「インティガ」、
      本体はわずか２ｇにも満たない○○○。
  ５. 特集で紹介されている補聴器のタイプ。
      ○○○耳かけ型補聴器。
  ７. 急速に進んできた補聴器の小型化とデザ○○化。
  ８. オールドの反対は？
１０. 旧新津市は蒸気○○○○○で有名。
１３. 花火に使われる燃焼物質は？
１４. オシャレ補聴器「パッション」は○○○○玉サイズ。

【タテのかぎ】
  １. 本号で紹介している会報誌の名前は？
  ３. 似たようなもの、同水準のものが他にないさま。
      「○○を見ない。」
  ４. 「フィッティング」とは、「お客様とスタッフが
      二人(ににん)○○○○○でより良い音を作っていく
      共同作業ともいえます。」
  ６. 本号で紹介しているお客様の趣味は○○○づくり。
  ９. お寿司の種類。にぎり、のりまき、○○○○。
１１. 物事を広い観点で見る。○○を広げる。
１２. ニイガタエイド㈱は○○されて30年。
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エイド Vol.2みみより通信

特集 贈り物や自分へのご褒美に…

お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、みみより情報、スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO’Sキッチン」
クロスワードパズル

オシャレ補聴器のおススメ

2 0 1 1

ニイガタ 株式会社

愛されて30年

毎月第1木曜日
午後2：37～午後2：52ニイガタエイド MONTHLY耳’s

（マンスリーイヤーズ）

下越・中越地域
 79.0MHz

上越地域
83.2MHz

魚沼地域
87.9MHz

にいがた県民エフエム
好評放送

中！

W IN TER①干しシイタケと干し貝柱を水で戻す。
②具材を全てサイコロ状（1.5cm角）に切る。
③里芋とニンジンを下ゆでする。
④具材をだし汁で煮る（野菜→肉の順番で）。
　干しいたけと干貝柱の戻し汁も一緒に入れる。
⑤全体に火が通ったら調味料で味付けする。
⑥お皿に盛り、絹さやといくらを飾って出来上がり。

●材料の色合いが出るように、出し汁を濃くしてお醤油を少なめに。
●濁りの出ないようにあくをこまめに取り、火は強め過ぎない。
●暖めなおしをするとどろどろになるので、出来上がりを冷まして
　冷蔵庫で保存し、冷たいままいただく。

【材料】（4人前） 
里芋・・・大4個
にんじん・・・1/4本
たけのこ水煮・・・小1/4本
板こんにゃく・・・1/3個
レンコン・・・小1/4本
ごぼう・・・約5cm
なめこ・・・1/3袋
板かまぼこ・・・約3cm
銀杏・・・20個
鶏肉・・・約100g
塩鮭・・・1切

干貝柱・・・3個
干しいたけ・・・2枚
絹さや・・・適量
いくら・・・適量
だし汁(かつおだし)・・・1リットル
薄口醤油・・・大さじ1/2
酒・・・大さじ2
塩・・・小さじ1/2

MACO’S
キッチン

佐藤誠社長  クッキングコーナー
最近料理店で食べる「のっぺい汁」は、私が子供の頃に食べて
いた物と随分違い、切り方や、彩り、だし汁の色など、とても
高級感のあるものに生まれ変わったように思います。野菜を
小さく平らに切って煮ることから「野平（のっぺい）」と言わ
れたのが始まりのようですが、今回は、材料をサイコロ状に
切って作る「現代風のっぺい汁」をご紹介します。

これだけの材料を使えば、
豪華なものになりますが、

あり合わせの材料でもおいしく作れます。

「のっぺい
汁」エイド流

新潟のお正月料理といえば

＜ＰＯＩＮＴ＞＜ＰＯＩＮＴ＞

作り方

Fax.025-244-8804 Fax.025-371-1335 Fax.0259-52-5857

【プレゼント応募方法】官製はがきに ①クロスワードの答え  ②ご希望のプレゼント番号  ③氏名  ④住所
⑤電話番号  ⑥アンケートの答えを明記の上お送りください。 【応募〆切】 平成24年1月31日必着  
【応募先】 〒950-0901 新潟市中央区弁天2丁目3番11号 ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛

【アンケート】
1．今号で面白かったものをお選びください。（複数可）   
   ⓐ特集オシャレ補聴器のおススメ　ⓑエイドマン   ⓒQ&A　ⓓ私の趣味　
　ⓔスタッフコラム  ⓕみみより情報  ⓖMACO’Sキッチン  ⓗクロスワードパズル
2．今後取り上げてほしいテーマなど、「みみより通信」に対するご意見・ご要望
　などありましたらお聞かせください。
※当選者の発表は、プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。

Ａ．エイド
　「オリジナルバスタオル」…3名様　

Ｂ．ワイデックス
　「エコバッグ」…10名様

読者プレゼント抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。
　Ｃ．オーティコン
　　「ペン＆ノート」…10名様

撮影／高野克三 (新潟本店)

クロ ス ワ ード パ ズ ル
4 6

12月と言えば…
クイズの答え

平成23年11月発行

◎ヒントは本号中にあります。

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0250-21-3341
新津店

長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0258-34-6007
長岡店

Fax.0250-21-3345Fax.0258-31-3423
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