
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
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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
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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
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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

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

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  

スタッフの
つぶやき

草津栗東店

クサネン

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

お客様
ダイヤル

ケースタイルからのお知らせ

※既築戸建て住宅が対象です

今お使いの給湯器を
エコキュートに!!

※既築戸建て住宅が対象です20,000円で下取りいたします!!

お使いのガス・灯油給湯器を

現在、 ガス給湯器・石油給湯器  をお使いの方へ

買い替えを応援!!エコキュートへの

2019年6月30日まで

今が買い替え
の

チャンス!!

㋱98,000円（税別）

3kgタイプ
洗濯物が少ない家族に手軽でコンパクトな

㋱128,000円（税別）

5kgタイプ

98,000 税
別

商品価格（工事費別）㋱158,000円（税別）

8kgタイプ

そんなお悩みの解決には…

ガス衣類乾燥機

□雨や台風、黄砂や花粉の季節
は外に干せない

□部屋干しすると、部屋が臭うし
狭くなる

□洗濯機の乾燥は時間がかかる
□お風呂の時間がまちまちで、
浴室乾燥ができない

円

79,000 税
別

商品価格（工事費別）

60,800 税
別

商品価格（工事費別）

家族分のタオルもおまかせ使い勝手の良い

洗濯物を一度に全部乾燥できるたっぷり乾燥の

ショールームアドバイザー  竹 内

パワフルな温風で短時間で衣類乾燥ができ、1回の乾
燥コストも63円（5㎏の場合）と経済的。1年中ふっくら
やわらかな乾き心地◎  大活躍まちがいなし！

当社施
工

事例多
数！

梅雨時に便利！洗濯のお悩みありませんか？

フルオート

370ℓ

460ℓ

HE-NS37JQS

HE-NS46JQS

台所用

浴室用

•自動保温
•追いだき
•自動湯はり
•リモコンセット
•脚部カバー付

コミュニケーションリモコン
（HE-TQFJW）

㋱オープン価格

22.3
万円税

別
商品価格（工事費別）

㋱オープン価格
25.3

万円税
別

商品価格（工事費別）

特価

特価

オートタイプ屋外壁掛型設置

都市ガス用
LPガス用

都市ガス用
LPガス用

省エネガス給湯器エコジョーズ

7年
保証付

7年
保証付

台所/風呂リモコンセット RC-J101E

㋱352,000円（税別）

GT-C2062SAWX-BL
台所/風呂リモコンセット RC-J101E

㋱374,000円（税別）

GT-C2462SAWX-BL

メーカー延長保証付きで
この価格!!

省エネ＆経済的!!

エコジョーズなら
少ないガス量で効率よく
お湯を沸かすので

6月30日まで2019年

&&

15.2
万円税

別
商品価格（工事費別）

11.1
万円税

別
商品価格（工事費別）

11.8
万円税

別
商品価格（工事費別）

10年
保証付

7年
保証付

•浴室暖房／床暖房接続可能
•給湯／追いだき
•自動湯はり／自動保温
•リモコンセット付

温水暖房機能付き
屋外壁掛型設置
フリータイプ

オート24号

20号 24号

RVD-E2405SAW2-1(A)

ガス給湯暖房用熱源機

台所用

浴室用

マルチリモコン（MBC-230V（T））

省エネ給湯機 エコキュート

ガス・灯油（給湯器）からの標準取替工事費：140,000円（税別）
電気温水器・エコキュートからの標準取替工事費：100,000円（税別）

ガス給湯器からの標準取替工事費：45,000円（税別）

ガス給湯器からの標準取替工事費：65,000円（税別）

㋱421,000円（税別）

円

円

展示あり

詳しくはお問い合わせください!!
お客様
ダイヤル 0120-417-932

年4月から息子が小学生になりました。共働きな
ので学童に行き、7時ごろ家に帰ってから学校の
宿題を頑張ってやります。毎日のひらがな練習は、

母親が教師なので厳しいチェックが入り、きれいに書けるま
で何回も書き直し。体育の宿題は私が体育会系なので厳しく
指導され、日々鍛えられています。頑張れ、息子！    （藤沼）

今

に下の息子も就職し、無事に社会人デビューを果たしました。初めて
の初心者マーク付きミッション車での通勤に、親は毎日ヒヤヒヤ（汗）
本人は何とも思っていないのが逆に恐怖（笑）運転気を付けて！仕事
と遊びに充実している姿を見て、幸せを感じています。          （江崎）

春

ッカーのスポーツ少年団で頑張る息子が、最近たく
ましく感じます。先日、息子チームvsお父さんチー
ムで試合をする機会があり、息子たちの元気さに

は脱帽しました。お父さんチームがなんとか勝つことができ
たのでメンツは保てましたが、息は絶え絶え、足はフラフラ…。
息子に「もっと走れ！」とは言えなくなりました（泣）    （植田）

サ

エネルギー供給
サービス課
植 田

今や、身近なアイテムとなったつっぱり棒。
発想次第で、様々なシーンで活かせます。クサネン

イメージキャラクター
エコかえる

K

つっぱり棒1本で収納

つっぱり棒を背面の壁に近づけて設置。
トイレットペーパーを傾けたり、横に倒
したりして、背面の壁も支えにしなが
ら並べれば、省スペースでトイレット
ペーパーの収納ができます。同じ要領
でミニカーを並べたり、靴のつま先部
分を引っ掛けるなど、いろんなものを
まとめることができます。
また、コンパクトな引き出し内の間仕
切りにも。引き出しを開閉するときに、
お皿やコップなどのぶつかりも防止で
きます。さらに、ダイニングテーブルの

2本あれば棚板代わりにも

カラーボックスやキャビネットなどの中を
さらに細かく仕切りたいときに使えます。
横はほかの棚板
と平行になるよう
に2本を適度な距
離で設置。
棚板と垂直に設
置すれば、トレー
やお皿など、モノ
を立てた状態で
仕分けができます。

脚と脚との間に設置し、S字フックで
ボックスティッシュやリモコンを吊り
下げれば、サッと出し入れできて便利
です。
カラーボックスの棚板を外し、上の方
につっぱり棒を横に渡せば、ハンガー
ラックに変身！子ども服の整理にも重
宝します。

デッドスペースを有効活用！

クローゼットや押入れの端はちょっとしたすき
間があるので、ぜひ使いましょう！
扉枠とサイドの壁との間に5センチほどの面が
あれば設置できます。つっぱり棒をサイドの壁
際と平行になるように設置します。
S字フックを使ってカバンやアクセサリー、帽
子などを引っ掛けて収納すれば、一目瞭然です。

つっぱり棒で空間を仕切る

つっぱり棒2本をワイヤーネットの両サイドに
結束バンドで固定し、縦にして設置すれば、立
派な間仕切りに。がらんとした押入れはモノを
分類しながら収納でき、天井と床で設置すれ
ば、パーテーションとして使えます。
いろんな使い方ができるつっぱり棒ってやっぱ
りすごい！ぜひ、活用してみてください。

つっぱり棒たった1本
でトイレットペーパー
もすっきり！

つっぱり棒2本で
棚の中の収納力が
アップ♪

バッグも掛けて、見やすく
収納できます。

K

を使いこなしてみませんか？つっぱり棒
tsuppari

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

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。

2019

6月号



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。　

つ

K
題問

「クサネン・ケースタイル掲示板」 2019年6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7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
1級建築士事務所

クサネン
施工事例

クサネンのリフォームで快適プラス！

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

ドアや引戸に取付けるだけで風通しの良い家にする玄関網戸

玄関網戸　つける
工事1時間～参考価格（商品代+工事費） 約4～7万円

網戸を取付けることで風の通り道を確保。
玄関ドアと勝手口ドア両方の取付けが
おすすめです。

いろんなドアに取付け可能

プリーツ形状の網が折り畳まれて、スッ
キリしまえます。型くずれしにくく、風によ
る変形にも強い構造です。

収納式だから玄関スッキリ

カンタンに取り外しが可能。丸洗いした
り、網戸が必要ない季節は物置などにし
まっておくことができます。

取り外して洗える・しまえる

玄関扉に合わせた豊富なカラーをご用意

扉のタイプに合わせてお選びいただけます。
カラーバリエーションも豊富。工事費込みの明朗価格で安心。

片開き用（片引き） 親子用（引分け） 両開き用（引分け）

ニンニクはスライス、鷹の爪はタネ
を取り輪切りにする。☆以外の（ピ
クルス液）をすべてお鍋に入れて
沸騰させます。沸騰したら、火を止
めて☆を入れてよく混ぜます。
☆火を止めてから、☆を入れること
がポイントです。火にかけながら入
れると、風味が飛んでしまいます。
出来上がったピクルス液がさめた
ら、保存瓶の上から注ぎ入れてフタ
をします。ひと晩ねかせて完成。

材　料 作り方

❶

❷

❺

❸

❹

野菜はよく水洗いをして、水気を
しっかり切ります。水気が残ると、
ピクルスの痛みが早くなります。
プチトマトはへたを取ります。
準備した野菜を1口サイズに切り
ます。（きゅうりは乱切り、玉ねぎ
は皮をむき8等分くし切り、パプリ
カは細くして三角形ぐらい）
保存瓶に野菜を詰めます。

めちゃ旨！カンタン！

     「ピクルス」

奥様サポーター  小 島

基本的には、好きなものを
好きなだけ入れてOKです！

きゅうり、ヤングコーン、
玉ねぎ、パプリカ赤・黄、
ミョウガ、大根、ラディッシュ、
プチトマト、セロリなど

〈お野菜〉

ニンニク
鷹の爪
水
塩
砂糖
ローリエ
クローブ（あれば）
粒こしょう
☆米酢
☆はちみつ

1片
1個
500cc
30g
50g
3枚
3粒
10粒
60cc
40g

〈ピクルス液〉

甘めテイストだから、食べやすいピクルスです♪
冷蔵庫に入れて3～4日ほどで食べきりましょう。

作り方
カンタン

…適量

辛いのが苦手な方は、鷹の爪で調整してください。
瓶の代わりに、ジッパー付き袋で作る場合は、
空気を抜いて口を閉じます。

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

31年
50歳代
一戸建て
お風呂・洗面所・
給湯器・外構
1ヶ月半
内部 211万円
外構 117万円タイル張りで寒かったお風呂を

ぴったりサイズのあたたかいお風呂へリフォーム

草津市 HH様 邸

LIXILリフォームショップ
クサネン
ホームページ

リフォーム事例多数公開中

お風呂

カーポート

今回のリフォームでは新しい『ぴったり
サイズ』のお風呂をご提案しました。2.5
㎝刻みでサイズをオーダーできるため、
規格が決まっているシステムバスでは合
わせられないようなお風呂の場合でも
ぴったりと無駄なく設置ができます。
また、浴室全体を保温する構造になって
いるので、「とにかく寒い」というお悩み
も解決することができました。この機会
に、浴室暖房乾燥機も取り付けています。

「タイル張りの頃より暖かくなっていることが、すぐに
わかります！」と喜びのお声をいただきました。
『ぴったりサイズ』の新しいお風呂で、来シーズンの
冬も暖かく入浴していただけると思います。

リフォーム担当　春 野

Before AfterAfter

洗面所

BeforeAfter AfterBefore

昔ながらのお風呂には、無駄なスペースがあったり、外壁と内壁との間が空
きすぎていたり、広さが特殊なために規定サイズのシステムバスが入らない
などの傾向が見られます。H様のお風呂にもこのような特徴が見られました。

お風呂のリフォームと同時に、洗面
所の内装リフォームも行いました。

リフォーム前は、廊下から洗面所への入口、洗面所
からお風呂への入口にそれぞれ段差がありましたが、
洗面所の床全体を底上げし、段差を可能な限り低く
しました。これから年齢を重ねていくことを考え、
リフォームのタイミングで段差の解消を行いました。

タカラスタンダード  レラージュ  ぴったりサイズタカラスタンダード  レラージュ  ぴったりサイズ

置き石や植栽などが適度に配置された、日本家屋がよく似合うお庭が家の正面側に広くとられていました。
実用性の高い駐車場に変えたいというご希望があり、外構リフォームを行いました。

もともとH様邸の敷地内には駐車
場がありませんでした。仕事や日常
の買い物などで車を使いたいとき、
家から駐車場までが離れているの
は非常に不便です。お天気の悪い
日は、外出がしにくかったのではと
思います。
お庭の一部をなくしてでも、「やっ
ぱりせめて一台は、敷地内に車を止
められるスペースを作りたい」とい
うのが、H様からのご要望でした。
新しい駐車場の床を走る縦横のラ
インは、無機質になりがちなコン

クリートのさりげないアクセントにな
ります。また、置き石や植栽などの一
部撤去により、塀も解体しました。塀
がなくなると、掃き出し窓から家の中
の様子が見えすぎてしまうので、アル
ミ製のフェンスを目隠しとして設置し、
プライバシーに配慮しました。
自家用車の駐車スペースが確保できた
ことで、どんな日でもわざわざ駐車場
まで歩く必要がなくなりました。

昔ながらのタイル張りのお風呂が寒いので、何とかしたいとご相談があり、リフォームを行いました。

★4月号の答えは、  関電  ガスフェア2019でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 野口さま／大津市 石田さま／大津市 西川さま
　　　　　　　　　草津市 左向さま／草津市 平林さま

今月号の　　　　　　　で紹介している
タカラスタンダードの

「○○○○サイズ システムバス」は、
家の浴室スペースに合わせて
サイズをオーダーできるので、

どんな浴室にもぴったり収まります。

○に入る言葉を答えてね！

ご意見・ご感想 メッセージなど、ご自由にお書きください。

現在お住まいのお風呂の広さを教えてください

□ 0.75坪 　  □ 1坪 　  □ 1.25坪 　  □ 1.5坪以上
□ わからない　□ その他（　　　　　　　　　　　）

□ 知っていた 　  □ 知らなかった
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

規格サイズに当てはまらない特殊なお風呂も、
システムバスにリフォームできることをご存知でしたか？

Q1.

Q2.

こたえは

サイズ
システムバス

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

つ


