
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。

お客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌
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差出有効期間
平成２７年３月
３１日まで

1049

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

ウイング湖南
サービスステーション

TEL077-551-0450
栗東市小柿
5-11-10

クサネン

K-style
ショールーム

ケースタイル
〒525-0041 滋賀県草津市青地町138  
TEL077-562-0501

クサネン
K-styleショールーム

ケースタイル

住まいのお困りごと・快適な暮らしのサポートは、クサネンへお気軽にお問い合わせください。 最新情報はホームページでもご案内しています。

おかげさまで10周年

！
※材料の準備上、講習日より14日前のキャンセルは規定のキャンセル料を申し受けます。 
※教室中に撮影した写真は、チラシなどに掲載させていただく場合があります。

「スタッフのつぶやき」は、ホームページのスタッフブログで随時更新中！！

ショールーム
ケースタイル

最新情報は
ホームページを
チェック！！

カルチャー教室のご案内3月

お子さんから、ご年配までおいしく食べられるヘルシーな献立です。いつも
家庭で使っている素材がおいしく変身！ あたらしい味に挑戦しませんか？

料理教室3月10日（火）

いつもと違うヘルシー和食で
ごちそうランチ

講 師

講習料

時 間

調理師／フルーツ＆ベジタブルマイスター

竹内直美 先生

AM10:00～（約3時間・お食事時間含む）

2,600円（材料費込） 持ち物 エプロン・ハンドタオル

ショールーム情報

お申し込みは

ホームページから

も受付中！！

ホームページ   http://www.kusanen.com   E メール  info@kusanen.com

展示品現品特価！！
ご紹介

展示品現品特価！！
ご紹介

商品入替

のため、特価で

販売いたします。

お気軽に

ご相談ください

表示は本体価格です。
取付け工事費は別途必要です。

ウォシュレット付　
アプリコット

100,000円
本体価格

税込

超節水トイレ 
タンク・手洗い付

ピュアレストEX

サケのソテー～ジンジャーソース～／豆乳と甘酒のクリームスープ／
ヘルシーで美味しい豆腐ハンバーグ／和風フルーツサンド／ごはん

メ
ニ
ュ
ー

税込

税込

スタッフの
つぶやき

妻
の故郷へ帰省。姫路でモーニングと言えば、テレビ
にも紹介されて有名な「ムッシュ」へ行ってきまし
た。ウワサどおりの大盛りのお料理にただただびっ

くり。朝から超高カロリーなモーニングをいただいてきま
した。そして、改修が終わった「姫路城」も見学。白すぎる！
といわれていますが、元の姿に戻っただけですよ。
さて、キャンプの用意しよー　　　　　　　     　（横江）

私
にとって５０年ほどになる正月恒例のスキー旅
行。今年は志賀高原焼額山スキー場。好天に恵ま
れ、絶好のゲレンデコンディション、孫たち３人はス

キースクールで覚えた滑りで、私を追い越していくくらいまで上達。パラレル
回転も少しできるようにまでなりました。普段と違った孫の伸び伸びした姿を
見ていると、この自然の環境と自由な時間を持つことが、成長に大きな意義が
あると再認識しました。私は、ちょっと張り切って滑りすぎたかな…　  （谷口）

リビングライフ課  横 江リビングライフ課  横 江

冬でも寒くないお風呂にする「浴室暖房」冬でも寒くないお風呂にする「浴室暖房」
冷えたお風呂は体に大きな負担がかかります。血圧が気になって

いる方や、高齢者がいるご家庭は、特に注意が必要です。冬でも暖

かいお風呂に入れたらいいのに…と誰しも思っています。そこで

有効なのが浴室暖房。入浴の少し前にスイッチを入れておけば、

ポカポカ快適な温度まで上げてくれます。その後は暖かさをキー

プできるので、冷めないうちに次入らなければ！！と焦る必要もあり

ません。家族全員があたたかいお風呂に入れます。

冬は寒くて入るのが億劫になるし、夏にはカビが気になるし…。
こんな悩みを一気に解決し、快適なお風呂にできたらうれしいですよね。

快適に！快適に！暖房・乾燥機暖房・乾燥機お風呂にお風呂に をつけてをつけて

カビと掃除の手間を減らせる乾燥機カビと掃除の手間を減らせる乾燥機
主婦の方なら一度は悩むお風呂のカビ。一度繁殖してしまうとお掃

除が面倒、見た目も最悪です。カビが生えているお風呂に入るのは

不衛生な気もしますし、家族の健康のためにも、お風呂はいつも乾

燥させておくのがよいですよね。そこで、便利なのが乾燥機。入浴

後の湿度を下げ、カラッとお風呂を乾かしてく

れます。結露も抑えられて、カビの繁殖を防

ぎます。面倒なカビ取りの手間も省けます。

年中使える衣類乾燥年中使える衣類乾燥 短時間で快適なお風呂空間に短時間で快適なお風呂空間に
浴室暖房・乾燥機の取り付けは、あっという間に完了します。

「浴室暖房・乾燥機のみ」「給湯器の取替えのときにプラスする」

「お風呂のリフォーム時にグレードアップして取り付ける」ことも可

能です。種類は、電気式・ガス式が選べる

ほか、最近ではミストサウナ機能やプラ

ズマクラスター機能のついたタイプも選

べます。

K クサネン 
イメージ
キャラクター
エコかえる

クサネン 
イメージ
キャラクター
エコかえるK-style 展示ありタイプ

KK

本体
価格

本体
価格

100,000円

110,000円

75cm天板/3口IH/水なし両面焼きグリル

ウォシュレット付　

ＩＨクッキングヒーター ２００Ｖ

超節水トイレタンクレス

ビッグリングＩＨ

ネオレスト

本体
価格30,000円
木造10畳/S-プラズマイオン付

ガスファンヒーター ＬＰガス用

税込

少しでも節約して年末に旅行へ行くぞ（伊藤様）／子供や主人と温泉に行
きたいね（梅原様）／禁煙と減量（小川様）／フルマラソン出場し完走
（片岡様）マラソンで10ｋｍを50分切る（加藤様）／イライラしないよ
うに努めたい（阪本様）／常に健康（澤山様）／何事も前向きにひと
つずつ実行したい（高橋様）／毎日少しでも散歩を寒くても頑張りた
いです（竹内様）／ダイエットに挑戦したい（西出様）／毎日１時間あ
るく事（堀井様）／一日一善、海外旅行に３回行く（三上様）／体重2ｋｇ

減！以前の服ズボンがはけるように（山﨑様）／料理のレパートリーを増や
す（山元様）／子供を作る！！（米田様）／美味しい海鮮丼を食べに旅行に行
く（さ様）／－5ｋｇ減量（雪んこ様）／５００円玉貯金（Y様）／息子と2人キャ
ンプに行く（坪内様）／預金を少しでも多くしたい（山本様）／ガスコンロ
を購入したい（フジちゃん）／体幹を強化したい（アルティ様）

読者の

みなさん
の

今年中に

達成した
い

目標！！

いま、お使いのシス
テムバス、タイル浴
室に後付け設置でき
る大能力のタイプで
す。

壁掛け型

新築や浴槽まるごと
のリフォームにおす
すめ。スッキリデザ
インで浴室をグレー
ドアップ。

天井埋込型 ご家族のご要望、
リフォームプランに
合わせたタイプが
可能です。お気軽に
お問い合わせ
ください。

雨の日がつづくと、洗濯物が乾きにくくて困った経験はありませんか。洗濯

洗剤の改良で、部屋干しによる臭いはあまり気にならなくなりましたが、お

部屋に干すことで結露も発生しやすくなり、リビング

が洗濯物だらけということになりますよね！ そんなと

き、お風呂に乾燥機があると大変便利。洗濯物をカン

タンに乾かすことができるのです。自動乾燥モード搭

載のタイプなら乾けば自動で停止。雨の日に活躍す

るほか、急ぎのユニフォーム、花粉の飛散で外に洗濯

物が干せない場合など、季節を問わず重宝します。

いくらか寒さもゆるみ、

梅の便りが聞こえてきます。

そろそろ花粉も飛び始めるころ・・・。

2015年春の飛散予測は・・

とニュースを聞くだけで

何だかムズムズしてきます。

花粉症の方、早めの対策を！



2015年3月１０日 必着まで応募締め切り

応 募 方 法
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。　

K

題問

ヒント

「クサネン・ケースタイル掲示板」 2015年2月号

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。

お客様の声をお聞かせてください。

こちらのハガキからご応募ください。

　

クイズの答え

こたえは

ご意見・ご感想 メッセージなど、ご自由にお書きください。

知っている（　　　ℓ）　　　知らない

クイズ

草津市data

築 年 数
家族構成

リフォーム
箇　　所

工     期

参考価格

　Y様邸

リフォーム
施工事例

お役立ち情報暮 ら し のの暮 ら し今 月の
28年
６０歳代ご夫婦

浴室・洗面所・トイレ
全面リフォーム

12日間

浴室・洗面 247万円
トイレ         58万円

《Quoカード当選者》
栗東市 笹木さま、 栗東市 片岡さま
ペンネーム びわ©さま
ペンネーム ひまわりさま
ペンネーム たくちゃんママさま

極楽
！

お湯
レシ
ピ

浴槽の湯に豆乳を注ぐだけ。

豆乳の量は最大で、1リットル

程度が目安です。

レシピ

豆乳湯 イソフラボンで
すべすべ美肌。

ステキな年賀状のご応募
ありがとうございました。 おめでとう

ございます！

今月号の「Re＋フォーム」を見てね。

家庭内で、トイレの次に
たくさんの水を使うのが
　　　　で使う水です。

下記の○に入る言葉を答えてネ

トイレで流す水の量は、便座の後ろにタンクがあるトイレ
で（10年以上前のトイレの場合）、1回に約12ℓ～20ℓとも
言われます。新しい節水型トイレだと、1回に流す水量は約
3ℓ～8ℓにおさえられます。
今、お客様がお使いのトイレ、どれぐらいの水を流すタイ
プかご存知ですか？

 リフォー
ムでセカンドライフも安心の水まわり！

TOTOサザナ1.25坪サイズ
フラットタッチ（W）タイプ
浴室暖房乾燥機

TOTOネオレストハイブリット
シリーズ手洗付（ワンデーリモデル）
室内暖房付  大3.8L／小3.3L／eco小3.0L

TOTOオクターブ（75cm）＋サイドキャビネット（25cm）　
ウォールキャビネット
洗濯機用シェイプアップキャビネット

お風呂

トイレ

洗面

サイド・上部・床下収納も設けて収納が格段に
増えました。今まで外の倉庫に片付けていた
洗剤、ご夫婦の衣類、かさばるタオル類も、使
うところで片付けるところができて、スッキリ
しますと奥様。毎日つかう体重計も、洗面台
の下に収納しているんですよと、嬉しそうに
話してくださいました。

入口はスライドタイプにして、出入りがスムーズに。
水栓はお湯の出し止めがワンタッチ。シャワーは
大幅に節水ができるエアインシャワー。浴び心地
にもご主人ご満悦。ユニットバス全体を断熱材でく
るみ、浴室暖房も新しく設置。あたたかくなったお
風呂で快適に入浴されています。「お正月は娘や
孫が帰省して、洗濯物の量がすごかったけれど、お
風呂で乾くので、ホントによかったわ。雪が降って、
孫たちがめいっぱい遊んだ手袋やマフラーもあっ
という間に乾燥できた♪」と喜んでおられます。

早くから節水タイプのトイレお使いのYさまでしたが、す
でに10年以上お使いで修理も増えてきたので、お風呂と
同時にトイレの入れ替えを検討されました。「いまは手洗
いが別にないから、次も同じ形のトイレにしかできないわ
ね・・・」とおっしゃっていましたが、ネオレスト手洗い付（ワ
ンデーリモデル）を使い、大がかりな給排水工事が不要！ 
簡単な工事でタンクレストイレにリフォーム。手洗い器も
手前に設けることができました。身体の小さなお孫さん
が遊びに来られても、奥まで手を伸ばすことなく手が洗え
ます。これから年齢が上がっても、無理な姿勢をとらなく

てもすみます。カウンター
は、奥様の大好きなお花や
小物をかざるスペースに。

Before

After

After

After

Before

高齢者の死因の1/4を占めるのが、急な温度変化
が体に負担をかけて起こるヒートショック現象。特
に冬場の浴室は要注意です。一番の予防は浴室
の断熱性能を上げること。居室との温度差を少な
くし、体にかかる負担をうんと減らせます。

浴室の断熱性能を上げて、
ヒートショックを予防。

リフォームの
ポ イ ント

トイレの次にたくさんの水を使うのが浴室。毎月の水道料金
を抑えるためには、浴室での節水が効果的です。まず見直
したいのがシャワーヘッド。一般的な15分の使用で浴槽1
杯分の水を消費しています。最近の節水タイプなら水勢も
弱くならず、快適に節水できてオススメです。

家庭の水道料金の 1/4 は、
浴室で使う水が占める。

　冬場は1年のなかでもとくにお肌が乾燥し
がちな季節。しっとりみずみずしい潤いが
ほしい！という時は、豆乳の出番です。
 
　豆乳のもとになる大豆にはイソフラボン
という成分が含まれ、これが女性の美しさ
や若々しさをつくり出す女性ホルモン「エ
ストロゲン」に似た働きを持っているのです。
毎日飲んで美容と健康に役立てているとい
う人が増えているのはもちろん、最近は豆乳
を使ったヘルシーな鍋料理も人気です。 
 
　使わずに残った豆乳をおふろに活用すれば、
豆乳湯のできあがり。イソフラボンが溶け込
んで白くにごったお湯がお肌にハリや潤い
を与えてくれます。ちょっと贅沢な気分にな
れる冬にぴったりのおふろです。

14年前リフォームした
お風呂。入口段差が大
きく、これからが心配。
天井からの水滴やカビ
も気になる。

Before

ウォシュレットが温まら
ない、修理もしばしば。
手洗い器が奥にあり、
床や便座に水が飛ぶ。

タイル張りで冷たくて、
さむい脱衣場。収納も
少ないため、ストックの
洗剤や日用品を保管し
ておく所がない。

KK

このままでも
のれるよ♪

リフォーム担当
春 野


