
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
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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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草津局
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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  

スタッフの
つぶやき

クサネン

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

お客様
ダイヤル

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

発行：株式会社クサネン・K-style

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。

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

10月号
2019

ケースタイル情報

進化したマルチグリル。焼き網が無いから
お手入れがカンタン。もう、お魚を焼くだ
けじゃない！トーストもハンバーグもグリ
ルにお任せで、冷凍食品だって、そのまま
並べて焼き上がりを待つだけ♪キャセ
ロールを使えば、カレーや炊き込みご飯、
ローストビーフ、発酵・燻製だってグリルで
楽しめます♪1台10役のマルチグリル、人
気上昇中です！！

スッキリトップのフェイシスに、新しくス
テンレスゴトクが登場しました。パロマだ
けの「低荷重温度センサー」で、小さなミ
ルクパンも浮き上がらず安心！食材が映
える赤色のラ・クック付きで、作り立てあ
つあつを食卓へ。グリル料理のレパート
リーも広がります！

ショールームアドバイザー
竹 内　

展示商品のご紹介

プログレ

フェイシス

ビルトインガスコンロ

㋱223,000円（税別）

93,000円税別

㋱309,000円（税別）

142,000円税別

※標準取替工事費別途 20,000円（税別）

NEW

NEW

NEW

商品
価格

商品
価格

ご来場お待ち
しています

見て・さわって・納得！！

屋内で火気を使わない

ユカカラ暖房なら、間取りも床材も制限がほぼありません！
どんな間取りでも自由に設計ができます。
床だけでなく、掘りごたつや壁面にも使用することができます。
温風もなく、ホコリがたたず、乾燥知らずで、
足元から心地よい暖房…。
アレルギーをお持ちの方、ハウスダストが気になる方、
ヒートショックが心配な方、必見！

温水床暖房ユカカラ暖房
安全性

ジョイントレス快適性耐久性

ガスでも電気でもOK 自由設計

リフォームの機会に
ユカカラ暖房をされる方が
増えています！！

遠赤外線ブラックパネルの

ショールームで
体験できます！！

1畳 4.9万円～税別

温水パネル+フローリング（※施工費込み）

部屋面積
あたり

江八幡にある知る人ぞ知るお店「ロジェ・ソ
バージュ」へランチに行ってきました。お一
人で調理されているので少々時間はかか

りますが、格安でおいしいフランス料理が食べられ
ます！！ お時間がある方にオススメです。　　（服部）

近

路事情に詳しくないので、夫婦で出かけるときは主人に運
転をしてもらいますが、最近子どもの応援に一人で出かけ

るときが増え、自ら運転して遠出をするようになりました。初めての
道は不安なので、カーナビに加えてYahoo!カーナビアプリの両方で
目的地をセット。案内に従ってスムーズに到着できるとホッとします！ 
アプリ様様です！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （小島）

道

男とソフトバンク対オリックス戦を京セラ
ドームにて観戦。ソフトバンクにとっては逆
転Vのかかる大事な一戦。長男の熱の入った

応援に圧倒されつつ、私はオリックスファンなので、ソ
フトバンク応援団が陣取る中でひとり小声でオリック
スを応援。かなり気まずかったです。次は、オリックス
側の席で大声だして応援歌を歌いたいです！！ （川尻）

長

リビングライフ課
川 尻 NG

手でごしごし洗う

洗顔料を直接顔の上で泡立てる

熱めのお湯で洗う

入浴中のシャワーをそのまま顔に
当てる

タオルでごしごし拭き取る

1日何度も洗顔する

秋の肌は、紫外線や汗などによる夏のダメージを引き
ずっています。加えて、徐々に空気も乾燥し始めて、
肌の潤い不足は加速中。
冬を迎える前に、肌のバリア機能（角質層）を正常に
回復させましょう。

肌の細胞が生まれ変わるターンオーバーの
リズムが乱れているとバリア機能も低下します。
そのためには、バランス
の良い食生活を心がけて、
体の内側から美肌ケアを。

秋の食材で、
体の内側から整える

クサネン イメージキャラクター
エコかえる

秋の念入り美肌ケア
スポーツ・行楽の秋です。気持ちのいい秋晴れに、戸外へ出かける機会も増えそう。
空気も徐々に乾燥し始めるこの時期こそ、正しい洗顔と食事で、美肌づくりを。

雑菌がついた手での洗顔は
肌トラブルを引き起こす要因です。

手を洗う1

きめの細かいふわふわ泡で、
肌への刺激を最小限に抑えましょう。

手の平で洗顔料をよく泡立てる2

皮脂の多いTゾーンから洗い、
汚れとなじませます。

Tゾーンから優しく包みこむ3

熱いお湯は肌の乾燥を誘発。33～35度くらいのぬるま湯
が適温です。額の生え際など洗い残しがないように、鏡で
チェックを忘れずに。

ぬるま湯で洗い流す4

肌に負担をかけないように。ごしごし拭き取るのは禁物です。

タオルで押えるようにして水気を取る5

ビタミンA
肌のバランスを整える

人参、ほうれん草、
ブロッコリー

ビタミンB群
正しいターンオーバーを促す

かぼちゃ、きのこ、
じゃがいも、栗

ビタミンC
コラーゲン生成をサポート

さつまいも、山芋、
青梗菜、柿

ビタミンE
肌の老化を抑制

秋刀魚、鰹、
ぎんなん、豆類

タンパク質
皮膚を形成する素

鮭、鯖、里芋、
落花生

ミネラル
体内の代謝機能を正常に保つ

ごぼう、れんこん、
春菊、ハマグリ

美肌にいい栄養素美肌にいい栄養素

KKK

33～35℃

やっては
いけない洗顔

美肌作りの第一歩。
正しい洗顔をおさらいしましょう！



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10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11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
参考価格ダイニングから陽光が差し込む

オープン型カウンターキッチンへリフォーム
家の設備が全体的に古くなってきたので、新しい設備に一気に取り替えたいと相談がありました。

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

次世代住宅ポイント制度でお得にリフォーム!!

次世代住宅
ポイント制度

最大24,000ポイント/戸 最大24,000ポイント/戸 最大18,000ポイント/戸

最大12,000ポイント/戸 最大18,000ポイント/戸 最大9,000ポイント/戸

最大18,000ポイント/戸
掃除しやすいトイレ

最大16,000ポイント/戸
節湯水栓

最大4,000ポイント/戸

詳しい情報を
ご覧いただけます！

リフォームの対象商品

2019年度
スタート!!
2019年度
スタート!!

国土交通省

ビルトイン自動調理対応コンロ ビルトイン食器洗い乾燥機 掃除しやすいレンジフード

エコジョーズ・エコフィール

消費税10%への引き上げ後の住宅購入や
リフォームを支援するため、様 な々商品と

交換できるポイントを付与する補助金制度です。

リフォームで

ポイント／戸
30万最

大

若者・
子育て世帯が
リフォームで

ポイント／戸
60万最

大

エコキュート 浴室暖房乾燥機

節水型トイレ

材　料

かぼちゃ
たまねぎ
水

1/2個 皮付き
2個
お鍋にひたひた位
（水がなくなってきたら足す）

コンソメ顆粒
生クリーム
塩・コショウ

小さじ1
200ml（牛乳でも代用可）
適量

「かぼちゃの
　 ポタージュスープ」

作り方

❷

❸

❹

たまねぎとかぼちゃをお鍋に入れ、柔らかくなる
まで湯がく。
①が柔らかくなったら粗熱を取り、ミキサーに移
し回す。ペースト状にする。水分が少なくなりす
ぎて、ミキサーが回らない場合は、少量の水を足
し回す。（※熱いままのミキサーは危険！！）
コンソメと生クリームもしくは牛乳を入れ、塩・
コショウで味を調える。
温スープでいただくには、お鍋に戻し入れ弱火で
温める。冷蔵庫で冷やすと冷スープにもできます。

❶

大きなかぼちゃ1つをお料
理で使いきれない時や、あ
まり甘くないかぼちゃに当
たってしまった時には、ス
ープを作ります♪生クリー
ムにすると濃厚に、牛乳に
するとあっさりした味わい
です。残ったスープは、冷
凍保存も可能です。

奥様サポーター  小 島

甘くておいしい

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

一戸建て住宅のキッチンリフォームで人気の高い「オープン型カウン
ターキッチン」へのリフォームを行いました。リフォーム前に比べ、大
人がもう一人立っても狭くない空間を確保することができました。Y様
ご夫婦はお二人ともにお料理が好きと伺っていますので、これからは

キッチン リビング

「水まわりの設備の劣化が気になっていたのが、
まとめてきれいに入れ替えられて安心しました。」
とY様。明るく開放的で動きやすいキッチン、ご夫
婦が過ごされる時間が素敵なものになるお手伝
いができて、うれしいです。

28年
60歳代
一戸建て
LDK、洗面所、お風呂、
トイレ2か所
1ヶ月
500万円

大津市 YY様 邸

L字型で奥行きがなく、
吊戸棚が視界を遮る
ように感じる。

LIXIL  リシェルLIXIL  リシェル

LIXIL アライズLIXIL アライズ

LIXIL  アメージュZLIXIL  アメージュZLIXIL  サティスLIXIL  サティス

パナソニック  シーラインパナソニック  シーライン
トイレ

洗面化粧台

使用頻度の多い1階トイレは、タンクレス
タイプに取り替えました。正面壁には凹凸
デザインが美しいエコカラットがナチュラ
ルなトイレを演出しています。ニオイや湿
気を吸収し、空気をキレイにしてくれます。

2階は主にご家族が使用することが多
いので、アクセントに草花模様のクロ
スを採り入れ、個性的でありながらも
上品で落ち着いた仕上がりです。

洗面台のカラーリングをホワイトに統一し、清潔感
あふれる空間になりました。縦にカスタムした縦型ラ
イトは、前に立つ人の姿を全体的に明るく照らし、お
化粧など身支度のしやすさがアップします。

お風呂

白と黒をバランスよく
配色したモノトーンが
魅力です。大理石調の
アクセントパネルが高
級感を与えてくれます。

リフォーム担当  小 野

After

After

After After

After

Before

Before

Before

Before

2F1F

並んでもゆったりと、楽しくお料理を楽しんでいただけると思います。
キッチンとダイニングの境界は、吊戸棚に垂れ壁がなくなったことで、
開放感が生まれました。ダイニング・リビング側の光がキッチン内に入
りやすく、明るい気分で過ごしていただけます。

After

Before

K

★8月号の答えは、お風呂が  A 先 、食事が  B 後 でした。

おめでとう
ございます！

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

《Quoカード当選者》大津市 堀内さま／大津市 赤塚さま／草津市 二口さま
　　　　　　　　　栗東市 太田さま／ペンネーム オカダさま

ヒント 今月号の 　　　　　　 　　　を見てね。

今月号の「ケースタイル情報」で
紹介している新商品は、以下のうちどれでしょう？

①ビルトインガスコンロ  ②IHクッキングヒーター
③エコジョーズ  ④エコキュート  ⑤トイレ

次の①～⑤から選んでね。

ケースタイル情報

クサネンのショールーム、ケースタイルに
　　　　　　　　　　来られたことはありますか？
□ ある（□1回・□2回・□3回以上）　□ ない　
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 住宅設備の取替を検討　□ リフォームの相談
□ 関電ガス試算or申込み　□ クレジットカードでのお支払い
□ カルチャー教室の受講　 □ イベント・フェア
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q1で「ある」とお答えの方へ
　　　ご来場の理由を教えてください。（複数回答可）

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

こたえは

番




