
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。
ホームページ   https://www.kusanen.com/   E メール  info@kusanen.com
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料金受取人払郵便

草津局
承　認

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

差出有効期間
２０２１年１月
３１日まで

6265

クサネン株式会社
〒525-0041 滋賀県草津市青地町138番地  

草津栗東店

クサネン

0120-417-932
https://www.kusanen.com/

お客様
ダイヤル

ショールーム「ケースタイル」
ガス機器・オール電化機器
草津市東草津一丁目3-40
TEL  077-561-0555
定休日／水曜日

ショールーム「ケースタイル」
ガス機器・オール電化機器
草津市東草津一丁目3-40
TEL  077-561-0555
定休日／水曜日

LIXIL リフォームショップ
クサネン
栗東市安養寺八丁目7-26
TEL  077-552-5577
定休日／月曜日・祝日・第2日曜日

LIXIL リフォームショップ
クサネン
栗東市安養寺八丁目7-26
TEL  077-552-5577
定休日／月曜日・祝日・第2日曜日

ENEOS ウイング湖南
カーライフステーション
　　　　　  プロショップコーティング技術認定店
栗東市小柿五丁目11-10
TEL  077-551-0450

ENEOS ウイング湖南
カーライフステーション
　　　　　  プロショップコーティング技術認定店
栗東市小柿五丁目11-10
TEL  077-551-0450

クサネン
イメージキャラクターエコかえる

ぶどうパンが人気！
掃除機の主流が
コードレス&スティック型！

かわいくて便利！
ネット状のバッグが人気

話題

　昔からあるぶどうパン。いわゆる、
レーズンが入ったパンですが、レー
ズンの甘さと食べごたえの満足感か
ら、今、注目を集めているそうです。
　市販のものを見てみると、コッペ
パンやロールパン、食パンと、バラ
エティ豊か。特に食パンは、トース
トすると、サクッと香ばしさの中に
甘いレーズンの味わいが広がります。
　レーズンの味の濃さに合わせて、
バターのテイストを変えてみても良
いですよ。レーズンの味が濃い食パ
ンなら、あっさりめのバターが相性
抜群。レーズンの味がわりとさっぱ
りめなら、コクのあるバターを合わ
せると、食べごたえがアップします。
　また、ジャムを合わせるなら、イ
チゴジャムが相性良し！はちみつと
チーズを乗せてトーストするのもお
すすめ。レーズンやはちみつの甘さ
とチーズの
塩気がマッ
チしておい
しいです。

家の掃除に欠かせない掃除機。コー
ド式でキャニスター型が一般的です
が、ここ数年、デザインや種類も豊
富なコードレスタイプのスティック
型が、主流になってきています。
　コードレスのスティック型掃除機
の最大のメリットは、コードや掃除
機の本体が邪魔にならず、スムーズ
に動けること。場所によってコード
を差し変える面倒もありません。
　軽量タイプも多く出ているので、
手軽に扱えることや、ハンディタイ
プにできるものなら、棚の上や車内
の掃除に使えることもポイントです。
ひと昔前に心配された吸引力もず
いぶん向上しています。
　デメリットは、紙パックタイプが
主流のキャニスター型と違い、ダス
トカップに直接ゴミがたまるタイプ
が多く、ゴミを捨てるときにホコリ
などの舞い上がりに注意しなけれ
ばならなかったり、こまめなフィル
ター掃除が必要なこと。しかし、こ
こ最近では紙パックタイプも見ら
れます。電気量販店などで試して
みるのも良いですね。

　100円ショップでも見られるネッ
ト状のバッグ。実は手軽にいろいろ
と使えて便利！見た目もシンプルで
おしゃれだと、人気を集めています。
　たとえば、子どものおもちゃを
ざっくり入れたり、玄関で子どもの
サッカーボールなど外遊びの道具
を入れて壁にかけることもできます
し、夏はビーチボールなど水遊び
グッズを入れて持ち運んだりと使い
方もさまざま。網状で通気性が良
くムレないので、濡れたものを入れ
ても安心。そのまま持ち運べます。
　その通気性の良さを活かして、じゃ
がいもや玉ねぎなどの野菜を入れて
おくのもおすすめ！キッチンの壁にか
ければ、見た目もおしゃれですよ。
　また、1度着て、まだ着られる洋
服の一時保管にもおすすめ。子ど
もが脱ぎ散らか
しがちなパジャ
マも、それに入れ
るようにすれば、
子どもでも簡単
にできますね。

の今どき
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本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
使用しています。

古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

発行：株式会社クサネン・K-styleお客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌お客様とクサネンをつなぐ暮らしのかけは誌

2019

4月号

本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
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。

古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。
古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

スタッフの
つぶやき

に一度のゴルフコンペに向けて、仕事の帰り道
に打ちっぱなしで練習を重ねる日々。これだけ
通っているから上達するはずですが、ボールは

僕の言うことを聞かずいつもスライス気味です。去年は
本番、大雨でボールも転がらず結果は最悪だったので、今
年は晴天になることを祈ります。　　　　　　　 （安藤）

年

めて「いとこ会」をしました。父方のいとこは総勢17名。小さい頃
はお盆に集まり、よく一緒に遊んだものです。住まいは全国に散ら

ばり年齢差もあって、今回集まれたのは8名だけでしたが、思い出話に花が
咲きました。次の開催は関東と決まり、今からとても楽しみです♪   （竹内）

初

年も花粉の飛ぶ季節がやってきました。僕は症
状の出る年と出ない年があるのですが、今年は
出る年です…毎日、鼻と目がつらいので薬とマ

スクは欠かせません。入浴中は少し症状がマシになるの
で、男なのに長風呂です。一日も早くおさまってくれると
良いなと願うばかりです。　　　　　　　　　　（西田）

今

リビングライフ課
西 田

クサネンからのお知らせ
2019

フェア
4   132019年 ～4   21土 日 実施中！！ビルトイン ガスコンロ

ガス給湯器 エコジョーズ

レンジフード ガス炊飯器

オートタイプ

屋外壁掛型設置 24号

ふろ給湯器+インターホンリモコンセット
RUF-E2405SAW(A)+MBC-230VC

※別途専用ガスコードが必要です。

都市ガス用／LPガス用

都市ガス用
LPガス用

㋱235,440円（税込）

ガラストップ

75㎝幅

フェイシス
PD-811WS-75GJ

（工事費別途）98,800円税込
特価

ラ・クック付属

58%
OFF

温度キープ機能
炊飯・湯沸し機能
オートメニュー
ラ・クック対応
ラ・クックオートメニュー

㋱267,840円（税込）

ガラストップ

（工事費別途）115,000円税込
特価

57%
OFF

前面パネルフラット
W高火力&Wとろ火
W温調機能
ワイドグリル
マルチグリル
グリルプレート対応

㋱411,480円（税込）

（工事費別途）131,000円税込
特価

68%
OFF

展示あり 展示あり

75㎝幅

ピアット
マルチグリル
N3S09PWASKSTES

㋱330,480円（税込）

ガラストップ

（工事費別途）152,000円税込
特価

ココットダッチ
オーブン付属

54%
OFF

45%
OFF

コンロオートメニュー
Wワイド火力バーナー
オートグリル
ココットプレート対応
イージークリーン
スモークオフ

75㎝幅

デリシア 3V
RHS72W22E4R2D-STW

㋱95,040円（税込）
（工事費別途）57,000円税込

特価

1～5.5合
予約タイマー
保　温

直火匠
RR-055MST2

㋱108,000円（税込）
（工事費別途）59,000円税込

特価

オイルガードノンフィルター
NFG6S13MSI（L/R）

浴室リモコン 台所リモコン

展示あり

㋱165,240円（税込）

（工事費別途）72,500円税込
特価

ココットプレート付属

56%
OFF

Wワイド火力バーナー
オートグリル
ココットプレート対応

60㎝幅

マイトーン
RS31W27P14DGVW

ガラストップ

キャセロールL
対応（別売） 60㎝幅

フィルター
掃除いらず

※取付工事費・取付部材費は含まれておりません。



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」 2019年4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ください。

こちらのハガキからご応募ください。

クイズ

2019年5月10日 必着まで応募締め切り

お役立ち情報暮 ら し の今月の

リフォーム
施工事例 クサネンのリフォームで快適プラス！

クサネンでは、4/13～4/21

　　 ガスフェア2019を
開催しています。 

ヒント 今月号のクサネンからのお知らせを見てね。

★2月号の答えは、  ②ガス衣類乾燥機 はやい乾太くん  でした。

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

クイズの答え

こたえは

ガス
フェア2019

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》 大津市 松井さま／草津市 北村さま／草津市／平野さま
　　　　　　　　　 草津市 中野さま／栗東市 豊沢さま

に入る言葉を答えてね

サラダ」「春のパワー
サラダといえば小鉢に少量の副菜というイメージですが、最近は
ニューヨーク発祥の「パワーサラダ」という新しいスタイルが人気で
す。大きめの器にたっぷりの野菜・フルーツ・タンパク質素材・トッピ
ングを組み合わせ、ビタミンだけでなく、たんぱく質やミネラルなども
効率よく摂取できる、お腹も満たされ、力になるサラダメニューです。

材　料

作り方

❶

❷

❸

具材の準備
・グリルチキンを食べやすい大きさに切る。
・新玉ねぎは薄くスライスし、水にさらす。
・レタスは食べやすい大きさに切る。
・ブロッコリーをゆでる。
・パプリカは千切りにする。
・ゆで卵はお好みの硬さにゆでる。
・オレンジは皮をむき、半月切りにする。
器にカットした具材を盛り、アーモンド・くるみを散らす。
ドレッシング（☆材料をすべて合わせる）をかけて完成。

シンプルなオイル＆ビネガー
がよく合います♪においが気
になるときはニンニクを省い
てください。
野菜やフルーツは季節ごとに
旬のものをとり入れ、酢をビ
ネガーやレモン汁に変えたり、
ハーブ、白ワイン、醤油、ゴマ、
アンチョビ、すりリンゴなどを
加えたりして、オリジナルドレ
ッシングで楽しんでください。

奥様サポーター  小 島

200g
1/2玉
1/2玉
1/2房
1/2個
2個
1個
適量

グリルチキン
新玉ねぎ
レタス
ブロッコリー
黄パプリカ
ゆで卵
オレンジ
アーモンド・くるみ

すりおろしニンニク
すりおろし玉ねぎ
オリーブオイル
酢
砂糖
塩・コショウ

少量
少量
大さじ2
大さじ1
小さじ1/2
適量

〈ドレッシング〉

☆

0120-150-932
お客様ダイヤル

問い合わせが簡単
まずはお電話を。

見積が明朗
商品代と工事費が入った、
わかりやすい見積をご提示します。

リクシルPATTOリフォーム対象商品なら、最短1日でリフォーム工事が完了。
工事が早い

クサネン

貼るだけカンタン、インテリア性アップの壁タイル！
さらに「エコカラット」なら、空気までキレイにしてくれます。

お部屋のワンポイントにタイルをプラス。独自の機能で
室内の空気を吸って吐いてキレイにするエコカラットも人気です。

壁タイル／エコカラット  　つける
工事2時間～参考価格（商品代+工事費） 約4～17万円

※現場の状況により施工に必要な時間は異なりますので、目安とお考えください。

空間をパッと明るく

雰囲気に合わせて好みのデ
ザインを選べば、空間を彩る
インテリアのアクセントに。

ちょうどいい湿度

ジメジメのもととなる余分な
湿気を吸収。カラカラの時に
は、湿度を補充します。

ニオイすっきり

窓を開けてもいなくならない
生活臭を、大幅に脱臭。原
因成分を吸着します。

9種類のデ
ザインと8種
類のサイズ
からお部屋
に合わせて
選べます。

エコカラットプラス
ワンタッチパネル
絵を飾るように楽しめます。

All Refresh

エ
コ
カ
ラ
ッ
ト

珪藻土

調湿壁紙

同じタイミングで外壁塗装・
屋根塗装も行っているため、
家の雰囲気が屋外／屋内とも
にガラッと変わり、「色々と要
望を聞いてくれて、ありがとう
ごさいました」とうれしいお
言葉をいただきました。

築 年 数
施     主
住宅タイプ
リフォーム
箇　　所
工     期
参考価格

20年
40歳代
一戸建て
風呂・洗面・キッチン・
外壁・屋根
5日間
246万円

栗東市 MM様邸

一般的にはカウンター上に縦長の鏡を取り付けることが多いです
が、Ｍ様がサンプルを見てひとめぼれし、「ぜったいコレをつけた
い」と大変気に入られた横長タイプの鏡を取り付けました。鏡が
横長になっただけなのですが、視覚効果でお風呂に奥行きが生ま
れ、広く感じることができます。横長の鏡のレイアウトから、普
通のお風呂にはない高級感も生まれました。

その他、お風呂で洗濯物をたくさん干せるように、
通常１本で取り付けるランドリーパイプを２本取り
付けたり、浴室乾燥機を設置したりと、機能面でも
充実したお風呂になっています。

お風呂や洗面台と合わせて、
深いブラウンカラー（クリエ
ダーク）を基調にして、落ち着
いた印象に仕上げています。

リフォーム前にもついてい
た食器洗い乾燥機をつけ、
これまで通りの炊事ができ
つつ、見た目がガラッと変
わったので、とても喜んでお
られました。

築20年の外壁は色あせ、チョーキング現象
が起こっていました。足場を組むタイミング
で、外壁塗装と屋根塗装、エアコン設備の
交換、カーポート屋根取り替えも並行して行
いました。シリコン塗料を使用しているため、
ツルッとキレイに生まれ変わり、ブルーの屋
根＆グレーの外壁は、シックで落ち着いた
雰囲気を与えてくれます。

新しい洗面台は、収納スペースや手洗い器、鏡の配置をリフォーム
前と同じレイアウトにしてあります。アクセントとも言えるモザイク
タイル柄の壁紙は、Ｍ様が気に入ってご準備されたものです。

特に注目したいのは洗面台のカウンターです。高度な人工大理石製
法で作られた「ラピシアカウンター」は、とにかく高級感があり、な
めらかな手触りがとても心地よいカウンターです。お風呂の高級感
ともよく似合う、オシャレな洗面室になりました。

お風呂

Before

横長の鏡がオシャレなお風呂にリフォーム
古くなってきた水まわりをまとめてリフォームしたいというご要望から、

お風呂・キッチン・洗面のリフォームを行いました。

After

LIXIL アライズ 1坪LIXIL アライズ 1坪

洗面所

Before

After

外壁・屋根

Before

After

キッチン

Before

After

After

LIXIL アレスタ 間口2600mmLIXIL アレスタ 間口2600mm

LIXIL ルミシス W1720 セミオープン型LIXIL ルミシス W1720 セミオープン型
２面鏡：パナソニック シーライン２面鏡：パナソニック シーライン

K

リフォーム担当　服 部

リフォーム事例
多数公開中

LIXILリフォームショップ
クサネン
ホームページ

ご意見・ご感想 メッセージなど、ご自由にお書きください。

お住まいやお部屋のにおいが気になることはありますか？

□ 常に気になる　□ 時々気になる　□ ほぼ気にならない

□ エコカラットを取り付けている
□ 消臭剤や芳香剤を置いている
□ におう時だけスプレーをまく
□ においの原因を追究して、減らす努力をしている
□ 特に何もしない　□ その他（　　　　　　　　　　　）

（Q1で気になると答えた方）
においへの対処方法を教えてください（複数回答可）

Q1.

Q2.


