
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
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差出有効期間
平成２９年２月
２８日まで

3054

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。

「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！！

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

スタッフの
つぶやき

最新情報は
ホームページを
チェック！！

クサネン
ショールームK-style

ケースタイル

カルチャー教室のご案内6月
手こねパン教室6月14日（火）

講 師

講習料

時 間

製菓衛生士
植田 由佳 先生

エプロン、ハンドタオル、
お持ち帰り袋

AM10:00～

2,100円
（レッスン費・材料費込）

持ち物

ソフトフランスのクリームサンドソフトフランスのクリームサンド
ソフトタイプのフランスパン生地に、甘いクリームをはさみ込んで
かわいく仕上げます。
もちもちのパンに、ほんのり甘くてまろやかなクリームが
ベストマッチ♪食べやすいサイズでおやつにもぴったりです！

K

お申し込みは、
お電話もしくは
ホームページから。

（約2時間）

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

手間いらず！そのまま活用

毎日飲んでいるとどうしても出がらしがゴミになりますが、
捨てずにもうひと働き！暮らしに役立つ利用法を紹介します。

乾燥させれば、より幅広く使える！

活性炭の５倍以上！
すぐれた脱臭効果
活性炭の５倍以上！
すぐれた脱臭効果
市販の活性炭との比較実験を行った
ところ、アンモニアに関しては活性炭
（ヤシガラ活性炭）の、なんと５倍以上
の効果があることがわかっています
（UCC調べ）。それには３つの理由が
あります。

ペーパードリップ式で淹れたペーパードリップ式で淹れた
出がらし活用法出がらし活用法コーヒー豆のコーヒー豆の

水分によるアンモニア吸収
を進めるためには、ぬれた
ままのほうが有効！抽出
かすをそのまま小皿などに
入れて置いてみましょう。
ただし、水分を含んだまま
だとカビが発生しやすいの
で、毎日または、1日おきの
交換を忘れずに。

ぬれたままの出がらしを灰
皿に入れればOK。タバコの
ニオイを吸うと同時に、消
火にも役立ってくれます。
ただし、てんこ盛りの状態
のまま放置するとカビが発
生しやすくなります。なる
べく平らの状態に出がらし
を置き、1日おきの交換を
忘れずに。

出がらしの表面にはたくさんの
穴があり、活性炭とよく似た構
造になっています。この構造に
よって表面積が増え、ニオイの
成分をしっかりキャッチします。

もともと水に溶けやすい
性質を持つアンモニアを
出がらしの水分と結びつ
けます。

出がらしは酸性なので、
アルカリ性であるアンモ
ニアを中和します。

トイレのニオイ消し タバコのニオイ消し

「出がらしで消臭剤を作りたいけど、乾燥させるのが
面倒で…」という人も多いのではないでしょうか。
そんな人には朗報です。ぬれたまま使ったほうがい
い場合もありますよ。

冷蔵庫やクルマの中、靴
箱、クローゼットなどに、
平らなお皿に入れた出
がらしを置いたり、ガー
ゼなどの細かい目の布
に包んでつるしたりする
だけ。
布に包んだ小さなお守
り状にすれば、靴の中に
直接入れることができ
ます。

そのまま、またはハチミ
ツやヨーグルトと混ぜて
マッサージやパックに。
引き締め化粧品にも含ま
れるカフェインや、ほど
よい油分で効果が期待
できそう！

消臭剤として 美容アイテムとして

育てている植物の根元近
くに少量をまくだけ。
肥料と虫よけ、猫よけの
三役をこなしてくれます。

ガーデニングに

乾燥させれば湿気を嫌うところにも使え、さらに活用範囲が広がります。

乾燥方法もバットに広げて
干したり、フライパンでいったり、
電子レンジを使うなど、いろいろ。
お茶や出汁のパックや使い古した

ストッキングなどに包んでから干せば、
そのまま使えて一石二鳥ですね。 

KKK

KKK

水分による吸収水分による吸収 構造による吸収構造による吸収 化学的な吸着

活用法 そ の1 活用法 そ の 2リクシルリフォームショップ　
小  野

先

子が小学校に入学しました！１年は１クラス
21人と少人数の小学校です。家から20分歩
けるかな・・・給食時間内に食べているかな…

残してないかな・・・と親としては心配の毎日。帰ると新
しい学習机で宿題。先生に花マルをもらいたい一心で
頑張っています。夜もひとりで寝るんだと、急に大人び
た様子。ガンバレ新１年生。　　　　　　　　   （橋本）

息

日、自宅で大きな音がするので慌てて見に行くと、額から出血
した息子の姿！！階段を上がるとき、階段のヘリに頭から突っ
込んでしまったようす、大泣き。慌てて夜間病院に行き、2針縫
いました。しっかり前を向いて歩けよ！                       （横江）

最
近、通勤用としてピストバイクを買いました。
変速機のないシンプルな自転車です。色は
LIXILカラ―のオレンジ＆ホワイト。とっても

気に入っています。エアー注入済み、準備万端ですが…
まだ一度も乗ってません！　　　　  　     　　           （小野）

リフォームショップリフォームショップ

この度、栗東にLIXILリフォームショップをオープンすることに
なりました。より喜ばれる住まいづくりのお手伝いをさせてい
ただけるよう、努力してまいります。お住まいのリフォームに関
することなら、LIXILリフォームショップクサネンまで、ぜひお声
かけくださいますようにお願いいたします。

栗東市安養寺
8丁目7-26
TEL 077-552-5577

0120-150-932
い こう　くさねん
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お客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌 発行：株式会社クサネン・K-style発行：株式会社クサネン・K-style

新緑をわたる
風が心地よいですね。

子供たちも新生活に慣れてきた様子でホッと一段落。

私も何か
始めようと、まずは頭の中を整理中。

スイミン
グ・スポーツジム・ピアノ・お習字…何から始めようかな。

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。



2016年6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

「クサネン・ケースタイル掲示板」 2016年5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。

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

お役立ち情報暮 ら し のの暮 ら し今月の

クサネンのリフォームで快適プラス！リフォーム
施工事例

おめでとう
ございます！

★3月号の答えは、　　　　　　   でした。

《Quoカード当選者》 近江八幡市 山口さま／草津市 清水さま
　　　 栗東市 千代さま／栗東市 中村さま／栗東市 肥後さま

クイズの答え

ス
タ
ッ
フ

おす
すめのお・い・し・ど・こ・ろ

■ Ｔ Ｅ Ｌ 077-567-3783

■ 営業時間　

　

■ 定休日  　

■ 駐車場
　あ り

昼 
11：30～14：00
夜 
17：30～翌1：00

無 休

草津市野路町469-6

味　鮮

台湾料理
みせん

築 年 数 　
家族構成

リフォーム
箇　　所
工     期
参考価格

草津市

25年
60歳代ご夫婦、
娘さんご夫婦、お孫さん
キッチン・お風呂・
洗面所リフォーム
6日間
260万円

　　 T 様邸

奥様サポーター　小 島

組み合わせ自由。
気に入ったものがあったら、
ぜひ作ってみてください♪

「おにぎらず」カンタン手間いらず! 握らない
材料はおにぎりと同じ、白米と具と海苔。でも、握らないから
「おにぎらず」。レシピサイトに紹介されてから、簡単さと見た目
のかわいさも手伝って、たちまち人気に火がつき、今やお弁当の
定番になりました。元祖おにぎらずのレシピだけでなく、アレンジ
レシピも豊富で工夫のしやすさも人気のヒミツです。

材　料

温かいごはん
ふりかけ
かつおぶし
しょうゆ
わさび（チューブ）

200g
小さじ2
小1パック
小さじ2
5cm

梅干しのシソ
梅干し
明太子
焼き海苔

小さじ1
1個
1/2本
1枚

作り方
明太子、梅干しを
それぞれごはんの
上に平行に置く。

海苔の四隅からご
はんごと持ち上げ
るようにして包む。

裏返し、手で軽く押さえ、
平らにする。

❶

❷

❸

❹

❺

これが
 「元祖おにぎ

らず」！！

☆オススメの組み合わせ☆
・ゆかり＋とろろ昆布
・ヒレカツ＋キャベツ
・ツナマヨネーズ＋レタス
・ツナマヨネーズ＋チーズ＋ハム
・ウインナー＋いり卵＋ピーマン炒め
・目玉焼き＋牛焼肉＋レタス
・半熟ゆで卵＋甘辛チキン
・焼鮭（鮭フレーク）＋玉ねぎスライス
・スパム＋卵焼き＋きゅうり
・ゆでえび＋アボカド＋ゆで卵
・きんぴらごぼう＋薄焼き卵

★

＜下準備＞
明太子は薄皮をむく、
梅干しは種を取る。か
つおぶしにしょうゆ、
わさびを入れ混ぜる。
梅干しのシソを刻む。　

温かいごはんに★と
ふりかけを入れ、ま
んべんなく混ぜる。　

海苔の上にごはんを
のせ、均一に広げる。

お風呂
キッチン

洗面所 給　湯

Before

Before

BeforeBefore

After After

After

LIXIL リモア 1坪LIXIL リモア 1坪

今までどおり使うだけで節約のできる省エネ型のガス給
湯器「ecoジョーズ」。1台で給湯・追い焚き・暖房・ミスト
機能を備えています。

長く使ってきたお風呂は、プラスチッ
クがはがれ落ち、汚れが取れにくく、
浴室暖房も故障…

収 納が少ない
キッチン。コンロ
も傷んでいるし、
そろそろ取り替え
たい。

20年以上使用。最近、音
もうるさくなってきました。

陶器製ボウルにはヒビが
入ってしまいました。

正面のアクセントパネルには、
深みのあるブルー色を選ばれ
ました。床面や浴槽のホワイト
色が引き立ち、スッキリとした
お風呂へと生まれ変わりました。
ご主人の腰痛と、今後の暮らし
を考えて、サポートバーも取付
けました。暖房・ミスト・ジェット
バスつきのお風呂は、自宅でサ
ウナ気分を味わえて、夢が叶い
ました！と奥様にも満足頂いて
います。

すべての引出しをスライドにして、たくさんのキッチン用品を片
付けることができるようになりました。吊戸棚を昇降式にしたこ
とで、ストック食品やお弁当箱も収納でき、出し入れもカンタン。
新しいコンロでご飯を炊いたり、グリルでオーブン料理を楽しん
だり、奥様お気に入りのキッチンスペースの完成です。

After

LIXIL シエラ  間口  2,400mmLIXIL シエラ  間口  2,400mm

LIXIL ピアラ 750mm幅LIXIL ピアラ 750mm幅

KK

三面鏡と引出しにな
り、収納力がアップ
しました。朝の支度
もシャワー付が便利
です。洗面ボウルが
樹脂製なので安心。

台湾料理の味鮮へ、スタッフ10
人でいってきました。初・北京
ダックと初・ピータンに大興奮！！
北京ダックは、大きめの薄餅を
広げ、味噌ベースのタレをぬり、
その上にダックの皮、さらに付
け合せのキュウリとネギをのせ、
巻いていただきました。
日本人好みの甘めの味付けで、
紹興酒とよく合うおいしさでし
た。おかげで紹興酒がどんどん
すすんでしまいました。
ピータンは見た目から敬遠され
がちですが、食べてみるとこれ
も美味！

他にも、魚の揚げ物、餃子、八宝
菜、青椒肉絲、エビ団子、北京
ダックの身を使った鍋物、シメに
は台湾ラーメンを食べて、満腹、
大満足でした。
味鮮は、1階にテーブル席、2階に
は円卓のお座敷があります。昼間
は、リーズナブルなランチメニュー
が人気で、サラリーマンのお父さ
ん方でにぎわっていますよ。
夜も、おひとりさまから家族連れ、
宴会とシーンを選ばず幅広くお
食事を楽しむことができます。
次は、母の日のプレゼントに家
族と食事に来ようと思います。

南草津駅南草津駅

矢橋中央矢橋中央

川の下川の下

フレンドマートフレンドマート

至近江大橋至近江大橋

至帰帆島至帰帆島
ガソリン
スタンド
ガソリン
スタンド

味鮮味鮮

①床暖房　②キッチン・お風呂・洗面所
③エクステリア ④トイレ ⑤外壁・屋根塗装

今月号のリフォーム事例で紹介しているのは
どの部位のリフォームでしょう。
下の①～⑤から選んでね。

ヒント 今月号の　　　　　　を見てね。

こたえは

アンケートにご協力お願いしますアンケートにご協力お願いします

お住まいのリフォームをするきっかけは、
　　　　　　　　　どのようなことですか？（複数回答可）

□家族構成の変化 □住宅設備が古くなった  □家の老朽化
□間取りへの不満 □好みのデザインへの変更  □収納スペースの確保
□バリアフリー化  □将来のために    □中古物件の購入
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q1.

お住まいのリフォームを依頼するとき、
　　　　　　　　　施工店選びのポイントは何ですか？

□信頼性     □提案力   □担当スタッフの人柄   □知人からの紹介
□地元の店  □メーカーショールームからの紹介
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q2.

番

エコカラット

After

浴室暖房乾燥機（ミスト付）浴室暖房乾燥機（ミスト付）

ジェットバス・ミスト・収納と、
奥様の夢がすべて叶った大満足の水まわり
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