
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
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（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

ショールームアドバイザー  竹 内 詳しくはお問い合わせください!! お客様ダイヤル 0120-417-932

撤去・処分／トイレ取付工事3.3万円（税別）標準工事費 

アメージュZ

55%
OFF

・超節水
・シャワートイレ
・フチレス形状
・手洗い付き

7.8
万円税

別
商品価格（工事費別）

㋱173,600円（税別）

ウォシュレット
一体型HV

64%
OFF

㋱194,000円（税別）

6.8
万円税

別
商品価格（工事費別）

・節水
・手洗い付き
・防露便器
・フチなし形状

全自動おそうじトイレ

アラウーノSⅡ

45%
OFF

11.3
万円税

別
商品価格（工事費別）

㋱206,000円（税別）

・リトイレ
・泡洗浄
・有機ガラス系新素材

60%
OFF

75㎝幅オフト
・1面鏡・LED照明
・ラクとれヘアキャッチャー
・洗髪シャワー
　水栓エコハンドル

5.7
万円税

別
商品価格（工事費別）

㋱143,500円（税別）

最新式のトイレは、流す水がぐっと少なくて経済
的！洗浄水量が5ℓや4ℓと聞くと、ひと昔前のト
イレの半分以下で流していることになるので、
「ホントに流れるの？」とご質問をいただきます
が、もちろんしっかり流れます！！
便器本体も、汚れにくい素材だったり、凹凸が少
なかったり、お手入れラクラク♪
それだけでも嬉しいけれど、豊富なラインナップか
らお好きな形・色・機能を選ぶことができるので、
より快適なわが家のトイレに変わりますね。

超節水トイレのご紹介最新式

住設機器もキャンペーン実施中！

長年使ったトイレ、
古びてしまったトイレを
新しくして、居心地の良い
空間に変えませんか!?

トイレ

撤去・処分／洗面化粧台取付工事3万円（税別）標準工事費 洗面化粧台

50%
OFF

75㎝幅L.C.
・3面鏡・LED照明
・きれいアップカウンター
・てまなし排水口・即湯水栓
・キレイアップ水栓エコハンドル

17.7
万円税

別
商品価格（工事費別）

㋱355,000円（税別）

9.5
万円税

別
商品価格（工事費別）

60%
OFF

75㎝幅ピアラ
・3面鏡・LED照明
・てまなし排水口
・引き出しタイプ
・くるくる水栓

㋱238,000円（税別）

ケースタイルでは、
パナソニック 全自動お掃除トイレ
アラウーノSⅡ（タンクレス）
LIXIL 一体型トイレアメージュZA
（タンクあり・手洗いあり）

を展示中。トイレに関するお悩みも、
ぜひご相談くださいね。

の子が小学生になったので、キャンプに行こう！と
春先から計画していますが、行く予定を立てた日
に限って悪天候、いまだに行けずお預け。キャン

プ用品を家の中や庭に並べては、何度も予習。早く行きたい
～と子どもたち。あまりにも楽しみにしているので、久々に
てるてる坊主を作り飾りました。晴れの日待ちです！！（上田）

上

年ぶりにお部屋の模様替え。家具を移動させると、ほこりの山（汗）ま
た、懐かしいものが出てきては手がとまり見入ってしまうので、なか

なか作業が進まみませんでした…が、模様替えしたことで普段できない所の掃
除ができたし、壁もDIYしたので、見える景色も雰囲気もガラッと変わりました。
1日では済まず結構大変な作業でしたが、やって良かったと思います♪ （高岡）

数

子がスマホのレンタルビデオ会員になったので、
アベンジャーズの前回作をレンタルして観てから、
最新作を映画館へ観にいきました。ストーリーの

つながりを理解していったので、より深く観られました。次
はスパイダーマンを観に映画館へいってきます。もちろん前
回作はレンタルで予習済みです。息子よありがとう！ （山中）

息

エネルギー供給
サービス課
山 中

からしやわさびがおなじみのチューブ調味料。今やさまざまな種類があり
常備しておくと大助かりです。いろんなアレンジを楽しんでみましょう。

K

おろししょうがは、うどんや卵かけごはんにちょい足しす
るだけで、さわやかな良いアクセントに。おろしにんにく
は、炒めものやスープなど、料理を選ばないのも魅力です。
即席ラーメンを食べるときにしょうがやにんにくをプラス
すれば、深みのある味になります。
梅肉やきざみ大葉は、納豆にちょい足しするのはもちろ
ん、具材の準備が大変な手巻き寿司もこの２つがあれば、
味の幅が広がりますね！

ほかに手軽にきゅうりやじゃこの和え物
に使ったり、チャーハンにいれるのもお
すすめ。
また、ゆでた鶏ささみに梅肉とゴマ、
しょうゆ、みりんを合わせてもおいしい
です。チーズと大葉を餃子の皮で包み、
サッと揚げれば、おやつやおつまみに
ピッタリ！大葉は、冷やっこにのせたり、
和風ハンバーグやつくねのアクセントに。
揚げたポテトに絡めてもおいしいですよ。

K

手軽で便利な　　　　　　　　　　　 は料理の幅が広がります！チューブ調味料

しょうがやにんにく
は餃子やマーボー豆
腐など中華料理にも
大活躍！

めんたいチューブは、おにぎりの具にしても良いですし、
ごはんの上に乗せて、のりなどと合わせてお茶漬けにして
も良いですね。ポテトサラダに混ぜれば、また違った味わ
いが楽しめます。パスタにめんたいチューブとバター、マ
ヨネーズ、お好みでしょうゆなどの調味料を入れて和えれ
ば、ラクチン明太子パスタの完成！
数年前から人気が高まっているパクチーもチューブに。
チャーハンや焼きそばに入れれば一気にエスニックな味
わいに！
即席の塩ラーメンにちょい足しするのはもちろん、あさり
などの海鮮やコンソメ、鶏ガラベースのスープの風味づけ
にもいいですね。

アンチョビペーストは缶詰がおなじみですが、ちょい使いで
きるのがチューブの良いところ。マヨネーズにちょっと混ぜ、
パンに塗り、とろけるチーズを乗せてトーストすれば、食べ
ごたえも充分！ワインにも合いそうです。ポテトサラダに
使っても良いですし、野菜スティッ
クのディップにしても良いです。
つぶあんもあると便利ですよ！バニ
ラアイスにちょっとそえたり、バター
を塗ったパンに、つぶあんを乗せれ
ば簡単に小倉トーストがつくれます。
ホットケーキミックスと卵、牛乳で生
地をつくり、つぶあんをはさめばど
ら焼き風に！お子さんと楽しみなが
らつくって食べるのも良いですね！

梅肉や大葉は、白だし
やサラダ油orごま油と
合わせて自家製ドレッ
シングをつくるのも良
いですよ！

新種のチューブ調味料を楽しく使おう！

定番のチューブ調味料を使いこなす！

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

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。
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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7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8月10日 必着まで応募締め切り

お役立ち情報暮 ら し の
1級建築士事務所

クサネン
施工事例

今 月 の

今月の

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

リクシルの「オーニング」を取り付けるだけでテラスやバルコニーに
心地よい日陰ができ、まるでカフェにいるような素敵な空間に！

日よけ　つける

カーテンなどと違い、窓の外で
日差しをカット。
風の通り道を遮らず、涼風を採
り入れ快適に。

日差しをカット、
冷房費を約1/3に！

稼働率稼働率 74％ 33％に！稼働率 100％

クーラー稼働率が大幅DOWN！

耐風・耐雨強度は業界トップクラス。通常の風雨ならそのまま
で大丈夫です。また、コンパクトなデザインで、軒下などの狭い
スペースにも取り付けできます。

雨や風にも強い！&コンパクト

オーニング使用時ブラインドまたはカーテン何もなし

21万円から工事最短1日 ※現場の状況により施工に
　必要な時間は異なります

収納時

67％
DOWN

材　料 作り方

❶

❷

❸

じゃがいもはスライサーで千切りにし、
水をかえながらよくさらして、水気を
しっかりきる。青じそは千切りにする。
梅干しはタネを取って細かくたたき、
しょうゆ、みりんと混ぜる。
じゃがいもと青じそを混ぜ合わせて、
器に盛りつける。②をかけて、刻みのり
を乗せる。

「じゃがいもサラダ」

奥様サポーター  小 島

じゃがいも
青じそ
梅干し（小）
しょうゆ
みりん
焼きのり

1個
3枚
1個
小さじ2
小さじ1
適量

炒めたり煮たりして
調理することが多いじゃがいも。
今回は生のじゃがいもを梅の風味で
あっさりといただきます！

シャキ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

シャキ

❶

❷

LIXILリフォームショップ

クサネン ホームページ

新しいお風呂の仕上がりは、理想通りの明るく華
やかな雰囲気になったことを、とても気に入って
いただけました。最新の水回り設備になり「お掃
除の手間も一気に減りそう！」と喜ばれています。

浴室と洗面所を白で統一したいというM様の思いを叶え
ることができ、イメージ通りの清潔感あふれる空間になっ
たことを喜んでくださいました。ご家族が気持ちよく生活
していただくためのお手伝いができて、よかったです。

リフォーム担当　春 野

After
完全に真っ白では無
機質になってしまい
ます。そこで、新し
いシステムバスには、
一面だけアクセント
として組石ホワイト
というパターンのパ
ネルを採用。さりげ
なく高級感をプラス
できる仕上がりとな
りました。

ご希望通り、洗面所および浴室の内装
をほぼ「白」で統一したため、全体的に
奥行きが広く感じられます。経年劣化
で損なわれていた清潔感も一気に取り
戻すことができました。また洗面所と
浴室の境界が、フラット（段差なし）に
なったこともポイントです。

新しいお風呂は明る
く、やわらかい印象
にしたいと希望され
ていました。浴槽は
ピンクを選ばれ、そ
れに合う「フラワー
シーン」という華や
かなアクセントパネ
ルを選んでいます。
もちろん照明も明る
いものに交換したの
で、薄暗い雰囲気は
全くなくなりました。After

新しい洗面台は、カウンターの下にイスをすっぽりと納められるス
ペースがあります。まだお子さんが小さいので、踏み台を入れておく
ことができます。洗面台の向かいにもう一つ棚を設置したため、収
納量がアップし、小分けもしやすくなりました。

Before

Before

After

草津市草津市 M 様邸M 様邸
20年
30歳代
一戸建て

お風呂・洗面所

11日間
178万円

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

25年
60歳代
分譲マンション
お風呂・洗面所・
トイレ
1週間
170万円

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

草津市草津市 I 様 邸I 様 邸
洗面所と浴室を白で統一 薄暗かった浴室を明るく

華やかにリフォーム劣化の激しいお風呂と、収納ス
ペースの無い洗面所をリフォー
ムしたいとご相談がありました。

浴室の汚れが目立ってきて、掃除
でも落ちなくなってきた。トイレ
や洗面台も一緒にリフォームした
いとご相談がありました。

洗面所

洗面所内に仕切りがある
ために、大きな棚などが置
けないところがありました。

リフォーム担当　服部

お風呂

濃い色の壁が広範囲
で剥がれ落ちていて、
浴室にあるべき清潔
感を損なっています。

パナソニック シーライン900㎜+パノラマカウンター
+450㎜サイドキャビネット
パナソニック シーライン900㎜+パノラマカウンター
+450㎜サイドキャビネット

LIXIL アライズ1616サイズ（1坪）LIXIL アライズ1616サイズ（1坪）
LIXIL リノビオV
1218サイズ（0.75坪）
LIXIL リノビオV
1218サイズ（0.75坪）

お風呂

経年劣化が進み、床や
壁に汚れや、所々の剥
がれも目立ちます。
光量が十分でないため、
薄暗く感じます。

After

便器がフチなしで、お掃除のしやすいト
イレです。リフォーム前のトイレにはな
かったウォシュレットもついて、便座カ
バーなしで快適にご使用いただけます。

Before

トイレ
20年以上お使いの
トイレはウォシュ
レットのないトイレ。
カバーを付けないと
冷たすぎて、冬場は
便座に座ることが
できません。

After洗面所

LIXIL アメージュV+
シャワートイレ パッソ
LIXIL アメージュV+
シャワートイレ パッソ

LIXIL ピアラ 幅750㎜LIXIL ピアラ 幅750㎜

Before

Before

After

K

リフォーム事例
多数公開中

Before

★5月号の答えは、  ③LIXIL  のシステムキッチンでした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 石田さま／大津市 浅野さま／野洲市 櫨山さま／
　　　　　　　　　 栗東市 太田さま／ペンネーム まこさん

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

①小野

　　　　　　　　　　　で、
施工事例を紹介しているのは、
どのスタッフでしょうか。

下の①～⑤から2名答えてね。

②春野 ③田上 ④服部 ⑤田中

こたえは

番 と 番

住まいの暑さ対策（断熱）で、工夫していることはありますか？

□ 日よけをつける　　　　　 □ 内窓をつける
□ すだれ・よしずをつける　　□ 外壁塗装する
□ 何もしない　　□ その他（　　　　　　　　　　　）

お住まいの暑さ対策で、困っていることを教えてください。

Q1.

Q2.

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


