
ショールーム「ケースタイル」
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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

新商品！リンナイ深型食洗機は、標準タイプと比べて約1.5倍
の大容量！大きな食器や調理器具も洗えるし、少人数のご家庭
なら1日分の食器をまとめて洗えば手間も負担も減らせます♪
寝ている間に運転したり、センサーが自動で節水・省エネして
くれる機能も新搭載。手洗いと比べて、光熱費は年間約
28,000円も節約できるんです！
ラクしておトク、そのうえ清潔♪今までお皿洗いにかかってい
た時間は、ゆとりの時間に変えられますね。

ビルトイン食器洗い乾燥機を、新しくしませんか？

0120-150-932

LIXILリフォームショップ
クサネン

イベントに関するお問い合わせは

45㎝幅 奥行65㎝対応

深型スライドオープン／ステンレス調／
化粧パネル対応※／約4人分（37点収納）
おかってカゴ・ぎっしりカゴ からタイプが選べます！

ラクに
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い
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い
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い

たくさん
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い

光熱費
を抑え

たい

光熱費
を抑え

たい 洗面化粧台

トイレ

※写真はイメージです

システムキッチン

※イメージ

システムバス

LIXIL 滋賀ショールーム〒525-0035
草津市西草津2-3-8

初秋 相談会相談会リフォームリフォーム
8 土 日・・31日月 9 1日月

両日とも
10:00
〜

16:00LIXIL 滋賀ショールームin

爽やかな秋晴れが続くこの時期は
リフォームに最適です

入場・見積・相談 無料入場・見積・相談 無料

クサネン

湖南農業高校湖南農業高校 立木神社立木神社
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LIXIL 滋賀
ショールーム
（Pあり）

今ついているビルトイン食器
洗い乾燥機の取替えや、新
規で取付けたい場合も、お気
軽にお問い合わせくださいね。

ショールームアドバイザー  竹 内

フロントカラー選べます!!
※オプション：化粧パネル（グレー/ブラック/ホワイト/ベージュ）

NEW

フリーラックなし
㋱184,000円（税別）

92,000円税別
フリーラックあり

標準取替工事費25,000円（税別）

㋱204,000円（税別）

102,000円税別

会

場は
コチラ

を叶えます。を叶えます。

蔵庫を買い替えました。結婚と同時に購入し
て18年。ドアのパッキン劣化から閉まらない状
態で、この何ヶ月かはガムテープで止めていま

した（汗）結婚時に購入した家電の中では、一番最後まで
頑張った冷蔵庫。新しくなるのはうれしいのですが、色々
な思い出が詰まっていたので感慨深いです。      （青龍）

冷

の卒業した彦根西中学校には「ずれた時計台」があり、同
級生の一人がテレビ番組「ナニコレ珍百景」に投稿しまし

た。4月下旬に撮影があり、6月30日にテレビ朝日系で全国放映さ
れました！ 同級生10人とテレビに映り、人生でめったにない良い思
い出になりました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　（喜多）

僕

の掃除をしていると、クローゼットの奥か
ら十数年前に流行った「ビリーズブート
キャンプ」のDVDセットが出てきました。

最近、年齢のせいか、お腹周りの肉が増えてきてい
るので、久しぶりにブートキャンプに入隊しようと
思っています。　　　　　　　　　　　　 （田上）

家

LIXILリフォームショップ
田 上

K

クサネン イメージキャラクター
エコかえる

「おふろにします？それとも食事にしますか？」昔のホームドラマでは、帰宅したお
父さんにこんな風に聞くお母さんがよく登場しました。
健康のことを考えれば、「おふろが先、食事が後。または、食事が先なら、1～2時間
後におふろ」が正しい順序です。
食事をすると、食後すぐは食べたものを消化・吸収するため、活発に働く胃腸に血
液が集まります。この状態で入浴すると、血液が皮膚の表面に移行してしまうため、

消化・吸収が不十分になってしまうからです。
また、入浴によって水圧がかかると、ウエストは3～6センチ程度も
縮んでしまうと言われています。これが食後なら、お腹いっぱいの
時にベルト穴を緩めるどころか、コルセットで締め付けるのと同じこ
とになるので、胃腸には大きな負担がかかってしまいます。食後すぐ
の入浴は控えるようにしましょう。
やっぱり食事はさっぱりしたおふろ上がりがいいですね。

K

入浴は食前が理に適っています

入浴時のおすすめ水分補給

汗は血液中の水分を利用しています。汗をかいて水分が失われると、血液の濃度が
高くなり、いわゆるドロドロ血液を招くので、おふろに入ったら失われた水分を摂取
することが必要です。
飲むタイミングとしては、入浴後がおすすめです。入浴前に水分を摂取するとその分
汗をかく量も増えてしまいます。逆に、おふろでしっかり汗をかきたい時は、入浴前
の水分補給がおすすめです。飲み物としてはミネラル分を含むス
ポーツドリンクのようなものがおすすめです。
ふろ上がりのビールが楽しみという人も多いでしょうが、ビール
には利尿作用があるため、水分補給にはなりません。「ふろ上が
りのビール」を楽しみたいなら、入浴前後に十分に水分を摂って
おきましょう。

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8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9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

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

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

クサネン

そんなお風呂の困りごと、パッと新しいものに変えて解決！
※現場の状況により施工に必要な時間は異なります

最新のタイプはぐんと節水、省エネ効果がアップ。ランニングコストを比べれば、経済的にもおトクです。

使いやすさアップ最新の水栓で

浴室用水栓
参考価格

（商品代+工事費） 約4～9万円！ 工事 1時間～

ポイント

1

便利な機能で快適に！

節水・省エネ比較
パッと変えるとどのくらい違う？従来品と

比べると
…

［プッシュ水栓］で吐水も
止水もボタンを押すだけ

お風呂の水栓、温度の調整がしにくい…ホースのつぎ目から水が出てくる。

ボタンを押すだけで、お湯を出したり止めたりのラク
ラク操作。水量調整もジョグダイヤルで簡単です。

ポイント

2
シャワーヘッドのスイッチで、簡単に操作するこ
とができます。不要な吐水を減らし節湯にも。

ポイント

3
少ない水量でも大粒で心地よい
［エコフルシャワー］

手元で簡単に止水ができる
［スイッチシャワー］

シャワー内の圧力を上げることで、少ない水量でも勢いの
あるシャワーに。普段通りの快適さで省エネを実現しました。

［節 水］

年間約7,500円節約できます

約58,690
L/年

従来品
サーモ水栓+シャワーヘッド
【最適流量 10L/分】

約30,520
L/年

約48％
節 水

サーモ水栓+
エコフルシャワー
【最適流量 6.5L/分】

［省エネ（都市ガス）］

年間約15,100円節約できます

約173.7
㎡/年

従来品
サーモ水栓+シャワーヘッド
【最適流量 10L/分】

約90.3
㎡/年

約48％
省エネ

サーモ水栓+
エコフルシャワー
【最適流量 6.5L/分】

材　料

作り方

❶

❷

❸

❹

オクラはガクを取り、熱湯でさっとゆ
でて水に取って、小口切りにする。
みょうがは小口切りにする。
お鍋に白だしと水となめこを入れて、
ひと煮立ちさせ、❶のオクラを加えて
さっと煮て火を止める。
粗熱を取って冷蔵庫で冷やす、もしく
は、なべ底に氷水をあてて冷やし、器
によそって❷のみょうがをちらす。

「オクラのお吸い物」

奥様サポーター  小 島

オクラ
なめこ
みょうが
白だし
水

1パック5本
1袋
2個
1/4カップ
2カップ

暑い時期にピッタリ。
ひんやり冷たくて、つるんと食べられる一品です。

少し濃いめに作って、
そうめんつゆとしても
おいしいです！！

40年
50歳代
一戸建て
ダイニングキッチン・
お風呂・トイレ2か所
2週間
380万円白を基調に明るく開放的な台所に

守山市 KK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 「暗い印象が気になった台所をはじめ、家の各所がイメー
ジ通りの明るい雰囲気になってうれしいです。これから始
まる新しい生活が楽しみです。」とお声をいただきました。

キッチン

コの字型で動ける幅は広
いが、奥行きがなく詰まった
感じがする。床の色が濃く、
全体が薄暗い印象。

横長の大きな窓があり、何と
なく見られる感がして、リラッ
クスできない。

築年数がたっているお家に
多いタイル張り。入り口の
段差が大きいので、両親の
トイレが心配。

どっしりと構えて視界を遮っていた垂れ壁をとり、開放的な印象に生ま
れ変わりました。いままでのコの字の配置からＩ字型の配置に変わったこ
とで、奥行きが広く感じられるようになりました。カップボード側の下部
はゴミ箱を収めることができるスペースが空いています。床の色をホワイ
ト系に変え、キッチンの雰囲気も明るくなりました。

御歳をめされてきたご両親との同居を決められたＫ様は、「両親も、そして引っ越してくる自分たちも
暮らしやすい家にしたいです」と希望されており、水まわりを中心にリフォームを行いました。

トイレお風呂

気になっていた大きな窓がふさがれたことで、お風呂もリラックスして
入れるようになりました。浴槽は、フチをもって立ち上がりやすいタイ
プを選ばれました。御年を召されたＫ様ご両親の入浴の負担が軽減さ
れます。

床・壁面ともに、白を基調としたシートに
貼り替え、現代的で清潔感があふれるト
イレ空間へと変わっています。2階のトイ
レも、オート洗浄機能付きのコンパクトな
トイレに交換しています。

Before

Before Before

After

After After

After

After

リフォーム担当　服 部

LIXIL アレスタ（間口2,550㎜）LIXIL アレスタ（間口2,550㎜）

LIXIL アライズ Ｍシリーズ（1坪）LIXIL アライズ Ｍシリーズ（1坪）
LIXIL プレアスHS＋LIXIL 小便器LIXIL プレアスHS＋LIXIL 小便器

LIXIL プレアスHSLIXIL プレアスHS

2F

1F

Before

LIXIL アレスタ
カップボード3,000㎜

★6月号の答えは、  ぴ っ た り  サイズシステムバス  でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 赤塚さま／大津市 堀内さま／大津市 上田さま／
　　　　　　　　　草津市 長谷川さま／草津市 高野さま

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

「おふろにします？それとも食事にしますか？」
健康のことを考えれば、「おふろが（A）、食事が（B）。
または、食事が（A）なら、1～2時間（B）におふろ」

が正しい順序です。

下の（A）・（B）に入る言葉を答えてね！
こたえは

ヒント 今月号の表紙記事を見てね。
答えは漢字一文字ずつだよ。

（A） （B）

現在お住まいで食器洗い乾燥機をお使いですか？

□ 使っている （□ ビルトインタイプ　□ 置型タイプ）
□ 使っていない　□ その他（　　　　　　　　　　　）

□ 1～5年　□ 6～10年　□ 11～15年　□ 16～20年
□ 使っていない

ご使用年数を教えてください。

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


