
〒523-0033 
草津市東草津1-3-40
営業時間 ：10:00～17:00  
定休日： 水曜日

TEL077-561-0555

ケースタイルは（株）クサネンのショールームです
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株式会社

〒525-0041 滋賀県草津市青地町138  TEL077-562-0501

エネルギーと暮らしの総合アドバイザー
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差出有効期間
平成２４年１２月
１０日まで

15

電話番号

お 名 前

ふ り が な

ご 住 所

年 齢

〒　　　－

（　　　　）　　　　－

（切手不要）

1. 20歳代　　　　2. 30歳代　　　　　3. 40歳代　
4. 50歳代　　　　5. 60歳代　　　　　6. 70歳以上

滋賀県

□エリアと姓のみ記載
□ペンネーム
（　　　　　　　　　　　）

ご意見やプレゼントの当選を掲載する場合

www.kusanen.com

スタッフの
つぶやき

ショールーム

ケースタイル
ショールーム情報

クサネンホームページのスタッフブログでは、つぶやきが写真付きで見られます！！

月の教室ご案内12
K

といえば、キノコ採り。中でも、アンズダケとい
うキノコは杏のような甘酸っぱい香りがします。

クリームパスタにしたり、キッシュにいれたりしていた
だきます。ネットで調べてみたら、フランス料理のメ
ニューにも出てくる有名な食材でした！         （植田）

秋

　　　　　年、草津地区事業所親睦ソフトボール大会に出場してい
　　　　　ます。今年は、予選リーグ２戦勝って、決勝リーグへと進

　　　　みました。僕が4番としてみんなを引っぱります！？「チームクサネ
　　　　ン」ひとつになって優勝を目指します！！仕事が終わってから、ス
タッフと練習するのも楽しいですね。身体もだいぶ…痛いですね。（田中）

毎

が家のワンちゃんマロン、普段はゲージの中の狭いところ
で過ごしているので、ちょっと開放したところへ…と、北比

良のドッグランへ出かけてきました。全く犬慣れしていないマロ
ンは、他の犬に匂われるとダッシュで逃げてました（汗）
いつもは運動不足なので、今日はいい運動になったかな？
また行こうね～♪ U^ェ^U ワン!                                （福島）

わ

お客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌

秋も深まり、夕暮れが早く感じます。

そろそろ暖房もほしくなる季節ですね。

わが家の場合は扇風機の片付けと同時に暖房機を出す。

一石二鳥！？･･･手ぬきなだけ？

古紙配合率100％再生紙を使用しています

本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
使用しています。
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発行：株式会社クサネン・K-style

1F

2F

体験

クサネンイメージキャラクター
エコかえる® KK

システムキッチンシステムキッチン

何といっても収納
量たっぷり。自動
で降りてくる収納
や食器洗い乾燥
機も完備。

洗面ボールの種類や収納

力、また洗面まわりの便利

アイテムも展示！ トイレは

お手入れしやすい形で超

節水のエコタイプです。

テーブルコンロ、ガス炊
飯器、ガスファンヒーター
遠赤外線パネルヒー
ター、身近なアイテムが
たくさん！

じんわりあったかい温水式
床暖房や、最新式のシステ
ムバスは1坪と0.75坪タイ
プをご用意。お風呂の大き
さや浴室暖房乾燥機、やわ
らかい感触の床面など、エ
コで快適なアイテムを体感
していただけます。

レンタルキッチン受付中!!レンタルキッチン受付中!!
ご近所・町内会の方と、ママ友とのミーティングやお茶会もＯＫ。もちろん、お菓子やお料理を作るパーティーも歓迎です。

ホームページ
から!!

最新情報は

クサネン

クサネンのショールーム

はこんなところ!!
ケースタイル

料理、男性限定料理、お菓子、手こねパン、プリザーブドフ
ラワーの教室を随時開催！ アットホームな教室です。

カーテンやブラインド、ロールスクリーン、イマド
キのインテリアも気軽に見ていただけます。

センサーコンロ、ＩＨコ

ンロ、ガスオーブンな

ど、最新式を使って、オ

シャレにクッキングしま

せんか。

Siガスコンロ・IHヒーターSiガスコンロ・IHヒーター
体験

カルチャー教室

2F インテリアコーナー

展示スペース

キッチンの主役でもある調理機器、ケースタイルで
はガスコンロもIHコンロも一度に見ていただけます。
あなたのお好みのコンロがきっと見つかります！！

機器展示機器展示

快適・床暖房＆浴室快適・床暖房＆浴室

浴室暖房、ガスファンヒーター、エアコン…など
お問い合わせはクサネンへ

洗面台・トイレ洗面台・トイレ

ガスコンロ・ＩＨコンロガスコンロ・ＩＨコンロ

申し込みは
ホームページ
からもできます

AM10:00～（3時間）
（お食事時間含む）

12月8日（土）

2,500円（材料費込）

ベジタブル＆フルーツマイスター、調理師

竹内直美先生 先生

エプロン、お手拭きタオル持ち物

月の教室ご案内12

AM10:00～（2時間）
12月11日（火）

2,300円（材料費込）

佐竹和美 先生

エプロン、お手拭きタオル

お菓子教室

スポンジ生地からデコレーションま
で。飾りつけは皆さんのお好きなデ
ザインで仕上げます。

クリスマス・お正月に向
けて、ご家族がそろった
とき、普段のお食事にも
大活躍するメニューです。
お料理初めての方も大
歓迎！男だってできる！！楽
しく参加しませんか？

「クリスマスケーキ」「年末・年始に作りたい、ごちそう洋食」

『夢暖望-ゆめだんぼう-』 『談話室-だんわしつ-』

購入はちょっと…と思われ
る方もレンタルならお気軽
にお試しいただけます。

ガスファンヒーターなら

※台数に限りがございます。

立ち上がりが早い！
給油の手間がない！

実際に使ってみないと、良さがわからないという方には…
1泊おためし貸し出しをさせていただきます。ぜひお問い合わせください♪

人気のワ
ケ♪音がしな

い
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い

風がこな
い
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空気を汚さ
ない

空気を汚さ
ない

においが
しない

においが
しない

電気代が
安い

電気代が
安い

安全性が
高い

安全性が
高い空気が乾

燥しない
空気が乾

燥しない

赤ちゃんや小さな子供さん、高齢の方にも安心！ アレルギー
体質の方、冷え性に悩む方にも好評！ ペットも大喜び！

豚肉のソース煮込み サーモンのクリームスープ

ポテトとベーコンのチーズ焼き

期間中、対象商品のお見積で記念品をプレゼント♪
太陽光発電システム／オール電化／リフォーム／省エネガス機器 エコジョーズ／エコキュート／センサー付ガスコンロ
ＩＨクッキングヒーター／システムキッチン／システムバス／節水トイレ／洗面化粧台 クサネンwww.kusanen.com

開催中！！
2012.11/1～12/20

木造9畳タイプ

1シーズン　　　
　　　　です。木造9畳タイプ

1シーズン　　　
　　　　です。3,6753,675 円円

滋賀県内で展示はケースタイルだけ。
遠赤外線で身体を芯から温める暖房。
色:ホワイト・ベージュ

リビングライフ課
田 中

時 間

月 日

講習料

時 間時 間

月 日月 日

講習料講習料

講 師講 師
講 師

持ち物

写真はイメージです

15cmワンホール
お持ち帰り

純国産！！ 遠赤外線
パネルヒーター

インターネットで今話
題

クサネンLPガスユーザー様限定

レンタル

男性限定　料理教室

ショールームアドバイザー
臼 井
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栗東市野尻597
グレーシィー栗東
エクサーブ1階

■Ｔ Ｅ Ｌ　077-552-3885
■営業時間　11:30～14:30（LO）
                 18:00～22:00（LO）
    金・土・祝前日のみ～23:00（LO）
■定 休 日
　火曜日
■駐 車 場
　あり

題問

「クサネン・ケースタイル掲示板」 2012年11月号

アンケートにご協力お願いします（複数回答可）

Q1.今回の内容で興味を持った記事はどれですか？

□トップ記事 「K-styleはこんなところ!!」
□今月のRe＋フォーム　　 □スタッフおすすめのおいしどころ
□暮らしのお役立ち情報　□エコかえるのくらしワクワク日記
□クサネンクイズ　　　　 □K-style 暮らしの体験スペース
□スタッフのつぶやき

Q2.クサネンのショールーム・ケースタイルへ行ったことがありますか？

□行ったことがある　　　 □行ったことがない
□行ったことはないけれど、何かあれば相談に行ってみようと思う
□特に利用することはない　
□その他

Q3.ご意見・ご感想 メッセージなど、ご自由にお書きください。

クイズの答え

2012年12月１０日 必着まで応募締め切り

応 募 方 法

右のハガキは、切手は不要ですので、弊社に対するご意見やご要望などもお気軽にお寄
せください。ご意見は匿名でご紹介させていただくこともございます。
※ご回答内容につきましては、弊社商品開発の参考以外に使用することはございません。
　また、個人情報の保護には万全を期すことをお約束いたします。

右記の応募ハガキで、クイズ・質問にお答えいただいた方の中から、
抽選で5名様にQuoカードをプレゼントいたします。　

お客様の声をお聞かせてください。

K

Quo カードが
当たるよ！

こちらのハガキからご応募ください。

クイズ

快食空間

makanaiya

《Quoカード当選者》

★9月号の答えは、  浴室 暖房 乾燥機でした。
《9月号の当選発表》

おめでとう
ございます！

こたえは
　　　　次の文章の　  　に
あてはまる数を①～③から選んでね

草津市 元藤さま、栗東市 西出さま、甲賀市 竹嶋さま、
ペンネーム やんちゃんさま、ペンネーム いっちょんさま

ヒント 本号のケースタイル情報と4コマまんがをみてね。

番

お役立ち情報暮 ら し の

リフォーム
施工事例

①遠赤外線　②紫外線　③レーザー光線

ショールームケースタイルに展示中の　　　 パネルヒーター
「夢暖望」は、ひなたぼっこをしているような自然な暖かさと、
電気代が安く、小さい子供にも安全設計がいま人気の暖房です。

JR栗東
JR琵琶湖線

アルプラザ
さきら

渡辺
産婦人科

スズキ

国道1号

makanaiya下鈎西

上鈎

メニュー☆おしながき（一部紹介） 

ハンバーグランチミニコース 
　   1,500円（デザート＆ドリンク付）
本日のハンバーグプレート（日替り）
　   1,500円（デザート＆ドリンク付）
選べる昼得 1,000円～（ドリンク付）
夜得セット　　1,780円～2,600円
ハンバーグ各種　900円～980円  他

ランチ

ディナー

ハンバーグがおいしいと人気のお店、ドア
をあけるとおしゃれな空間が広がります。
ランチタイムはセットメニューが充実して、
奥様でにぎわいます。昼得2（1,000円）・昼
得3（1,200円）はメインのおかずが2種類・3
種類とボリュームも選べて楽しい♪ 季節の
ハンバーグやチーズがとろけるハンバーグ
のトマトグラタンも人気です。
夜には、旬のお魚を使ったメニューが登
場！もちろんお店のイチオシハンバーグも
いただけます。この時期におすすめなの
は、｢秋冬限定！きのこのシチューハンバー
グ｣(※ランチにもあります)このメニューを
求めてお店にこられる方があとを断たな
いとか！もちろん私もいただいてきました。
ハンバーグが熱々でジューシー。数種類の

きのこがたーっぷり入ったデミグラスソー
ス。肉汁もたまりません。そして、明太子と青
シソのごはんとの相性もバツグンでした♪ 
セットのほか、サラダやおつまみ系の単品
メニューも豊富なので、会社のスタッフとも
◎、女子会も◎、家族でも◎と、昼も夜も美
味しく楽しくお食事できるお店です。

大豆たんぱく質大豆たんぱく質

コレステロール値や中性脂肪値を下げ、免疫
力を高める作用がある。体内では合成できな
い９種類の必須アミノ酸がすべて含まれている。

コレステロール値や中性脂肪値を下げ、免疫
力を高める作用がある。体内では合成できな
い９種類の必須アミノ酸がすべて含まれている。

サポニンサポニン

肝臓と血液中のコレステロールを低下させ、脂肪
の蓄積を防ぐ。老化を促進させる活性酸素の働
きを抑える、生活習慣病を予防する働きがある。

肝臓と血液中のコレステロールを低下させ、脂肪
の蓄積を防ぐ。老化を促進させる活性酸素の働
きを抑える、生活習慣病を予防する働きがある。

イソフラボンイソフラボン
女性ホルモンと似た働きがあり、更
年期障害の改善、骨粗しょう症の予
防、乳がん、前立腺がんの発症を抑え
る働きがある。

女性ホルモンと似た働きがあり、更
年期障害の改善、骨粗しょう症の予
防、乳がん、前立腺がんの発症を抑え
る働きがある。

カルシウムカルシウム
骨が歯を強くし、精神安定にも働く。イソフラボン
の働きと一緒になり骨粗しょう症の予防に有効。
豆腐のカルシウムは、たんぱく質と結合している
ため消化が良いのが特徴。

骨が歯を強くし、精神安定にも働く。イソフラボン
の働きと一緒になり骨粗しょう症の予防に有効。
豆腐のカルシウムは、たんぱく質と結合している
ため消化が良いのが特徴。

レシチンレシチン
脂質で新陳代謝に欠かせない。コレステロールを
溶かして血液をサラサラにし、血栓や動脈硬化を予
防する。また記憶力や集中力を高め、脳の老化も防
ぐ効果がある。

脂質で新陳代謝に欠かせない。コレステロールを
溶かして血液をサラサラにし、血栓や動脈硬化を予
防する。また記憶力や集中力を高め、脳の老化も防
ぐ効果がある。

ビタミンＥビタミンＥ

「若返りのビタミン」と呼ばれ、脂肪の
酸化を防ぎ、血管を丈夫にして血液の流
れをよくする働きがある。

「若返りのビタミン」と呼ばれ、脂肪の
酸化を防ぎ、血管を丈夫にして血液の流
れをよくする働きがある。

お

豆
腐の栄

養

お

豆
腐の栄

養

リビング側からの収納が
大きくありましたが、奥行
きがかなりあり、奥まで
手が届かずに不便でした。
洗面所側と廊下側に分け、
それぞれ横幅のある大
型のクローゼットを設置。

シンプルでおいしい湯豆腐ですが、温めすぎるとすぐにすが入ってしま
います。ダシ昆布を鍋の底にしいておくと、熱のあたり
が柔らかくなり、すが防げて味もよくなります。
豆腐は熱しているうちにすぐに煮くずれしてしまうのが
困りどころですが、だし汁にひとつかみのかたくり粉を
いれると煮くずれしにくくなり、さらにはかすかなとろみ
がついて、口あたりもよくなります。

洗面所の正面に窓があ
り、ミラーがつけられな
かった…。洗面所には小
物がたくさんあるのに、
片付けるところもない…

収納はあっても天袋は
高くて届かないし不便。
押入れではハンガーも
かけられない。

和室の出入り口場所も変更し、押
入れは使い勝手のよいクローゼッ
トにされました。

長年使ったシステムバスは
浴槽がはげ、洗い場の床に
はヒビが入っていました。冬
場の寒いのもお悩みでした。

ホーロー製の丈夫なシ
ステムバスを選定され
ました。浴室・洗面所入
り口はもちろんバリアフ
リーにしておばあちゃん
も安心。冬の寒さ対策
に浴室暖房乾燥機もつ
け、「今年の冬からは暖
かくすごせる♪」と喜ん
でおられます。

Before

After

Before

Before

After

Before Before

After

タカラスタンダード　
「ルーノ」１坪

洗面所

お風呂

収納

押入れ

奥様サポーター 小 島

eco

ecoK

S様邸data

５０代ご夫婦＋おばあさん
約25年　
洗面所・浴室リフォーム システムバ
ス・洗面化粧台、給湯器取替え、トイ
レリフォーム・和室建具洋室クロー
ゼット２ヶ所・バリアフリー、クロス内
装工事 他

約150万円
(浴室・洗面所・バリアフリーリフォーム)

家 族 構 成
築 年 数

草津市

タカラスタンダード　
「アルファージュ」
洗面台75cm
サイドキャビネット15cm

ま か な い や

リフォーム

参考価格

リフォーム担当　山 中

お風呂や洗面所をきれいにするなら、
　　　　　収納も増やし家の中を快適に☆

窓の場所を移動して、正面にミラー
を取り付けました。さらにサイドの
キャビネット収納力UP。上部につけ
た窓が明かりとりになり、洗面所をあ
かるくしてくれます。

ダシ昆布ダシ昆布湯豆腐湯豆腐 かたくり粉かたくり粉とには

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

After After

ぷうちん
はいつも

おとなしく
リフォーム

を

見守ってく
れました。


