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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

差出有効期間
２０２１年１月
３１日まで

6265

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
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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
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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
　　　　　  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

クサネン株式会社
〒525-0041 滋賀県草津市青地町138番地  クサネン

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

お客様
ダイヤル

スタッフの
つぶやき

っと行きたいと思っていた大阪のライブに行って
きました。初のライブで緊張と不安がありました
が、曲が始まってからは本当に楽しくて、初対面

の隣の人とも一緒になって盛り上がりました！普段叫んだ
り手を振ったりするのは恥ずかしいのですが、ライブでは日
常を忘れて、心も体も思いっきり弾けてきました！　 （木村）

ず

年は、自治会役員が輪番で回ってきました。日頃は市の行事
にうとい私ですが、役員になるとさまざまなお知らせが舞

い込んできます。記念事業のひとつに「クリスマスツリーの飾り付け
でギネス世界記録に挑戦」という試みがあり、私もメッセージカード
を仰せつかりました。せっかくなので素敵なメッセージを書こうと思
い、何を書こうか考えすぎてまだ書けずにいます。　　 　 （竹内）

今

人の結婚披露宴の余興と、2次会の幹事を任さ
れました。余興や司会は何度も経験しています
が、今回は1から10まですべて請け負っている

ので責任重大！！幹事組5人で仕事終わりに時間を合わせ
ては、何度も打ち合わせや練習に励んでいます！ちょっと
費用もかけて、派手にやってやろうと思います。（田中ま）

友

エネルギー供給
サービス課
田 中

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

ショールームアドバイザー
竹 内　

ご来場お待ちしています

ケースタイルからのお知らせ

レンジフード

そろそろ気になる年末の大掃除…
中でも後回しになってしまいがち
なのが、油で汚れたレンジフードの
お掃除。レンジフードの耐用年数は
約10年です。長くお使いになったレ
ンジフードを、「ノンフィルター」
タイプに交換しませんか？
お手入れの手間は減り、吸引力は
アップ！省エネ運転やファンのお掃
除まで不要なタイプもあります。
家事の効率アップに
おすすめです。

スタッフいち押し商品

今どきのレンジフードは
さまざまに進化しています。

こんなお悩みがあれば
取り替えがおすすめ！！

ギトギトの油汚れ…

お手入れが大変っ

あー
もうっっ

もあ
　もあ

なんか
　におう

えっ？
聞こえないー

今手が
　はなせないー

スイッチ
消し忘れ！！

あたたかい
飲み物飲んで
寝よーっと。

こびりついた
油汚れで
ベタベタ

運転音が
うるさい

吸引力が
弱くなって
ニオイが残る

つけ忘れ、
消し忘れがある
スイッチの
位置が高く、
操作しにくい

クサネン イメージキャラクター
エコかえる

を美味しく食べよう
日本のお米は、なんと70種類以上あるそうです。

そんななかから、よく見られるお米の特長をご紹介します。

「コシヒカリ」は、甘味と強い粘りが特長。
味や香り、ツヤに優れ、冷めてもおいしい
ので、お弁当やおにぎりに最適です。もち
ろん、和洋中どの料理にも合います。
「ササニシキ」は、あっさりとしています
が、噛むほどにほのかな甘みが増すのが
特長。寿司酢と相性抜群なので、ちらしず
しなど良いですね。
「ひとめぼれ」は、さっぱりとした味わい
で、粘りもあります。「コシヒカリ」の種を

受け継ぐので、和洋中のどの料理とも合い、
卵との相性もいいので、シンプルに卵かけ
ごはんを楽しむのも良いですよ。
「あきたこまち」も「コシヒカリ」の種を
受け継ぐお米で、甘さ、旨みのバランスが
良く、しっかりとした粒と噛んだときのモ
チモチ感があるので、おにぎりや丼もの
に最適です。一方、刺身など、あっさりと
した和食にも合います。

白米に混ぜることで栄養がアップすると人気なのが「もち麦」。
食物繊維やタンパク質が豊富です。もち麦を混ぜる際は、例えば
２合に対し、3割（100グラム）以上ならしっかり味わえます。水量
は、もち麦の2倍を白米の水量に足しましょう。

ビタミン群や亜鉛など
栄養豊富な玄米も人気。
コツをつかめばもちっ
とおいしい玄米が炊き
上がります。

お米

コシヒカリは、和洋中
どの料理にも合う
万能選手♪

玄米の水量は1合
に対して1.5～2倍。
例えば2合だと約
600mlが目安。
お好みの水加減を
見つけて下さいね♪

新米なら炊飯器の合数のメモリより気持
ち少なめの水量がおすすめ。
古米は水を少々多めで。氷を2、3個入れ
たりして、冷たい水で炊くとお米が水を
ゆっくり吸水して、水分がお米のすみずみ
まで行き渡り、粘りや旨みが増します。

透明になるまで研ぐ
必要ナシ！とぎ汁にも
栄養は残っているの
で少し濁っているくら
いが良いです。

水加減

お米の銘柄によって味わいもいろいろ！

プラスアルファしてお米の変化を楽しもう！

KKKKKKKK



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11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12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
1戸建ての実家を、北欧風にフルリフォーム

昔ご両親と暮らしていた実家に住み替えることになったので、フルリフォームをしたい。
生前の両親の思い出が残っているものも長く使えるものがあれば残したいとご相談がありました。
「隣にあるリビングとつなげて対面式オープンキッチンにしたい」というご要望もありました。

材　料

奥様サポーター  小 島

さつまいも
揚げ油
（サラダ油・ごま油 など）
塩

1本
適量

少々

作り方

❷

❸

❹

さつまいもをスライサーで薄く切ります。

フライパンに少量の揚げ油を準備します。
今回はサラダ油と香ばしさを出すためにご
ま油を少し加えました。

約170度で焦がさないようにカラッと揚げ、
キッチンペーパーで油を落とします。

粗熱が取れたらビニール袋に入れ、塩を少々
入れシャカシャカ振ります。

「さつまいもチップス」

❶

❸

❹

❶

❸

❶

少ない揚げ油で調理できます
！！

塩は振らない
チップスも、甘くて
おいしいです！！

コ
ン
ロ
の

温
度
調
節
を
使

おう
！

塩は

お好
みで

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
公開中

詳しくはこちら!

37年
40歳代
一戸建て
フルリフォーム
内部＋外部サイディング
と屋根葺き替え
3ヶ月

草津市 YY様 邸

リフォーム担当  小 野

ご両親が大切に使ってこられたお住まいは、故障個所
や目立った汚れはありませんでしたが、しいて言うなら
キッチンが壁付けタイプだったため、ダイニングにいる
家族を背にお料理をしなくてはならず、少し寂しくは
あるところでした。
こうしてY様のご要望をお聞きして始まったリフォーム
は、憧れであった北欧風をイメージして行いました。
ダイニングやリビングを見渡すことができる対面式
オープンスタイルのキッチン。広々と明るい空間に生ま
れ変わったダイニングの天井には木製柄のクロスでは
なく、本物の木を張っています。

Y様とお母様の思い出が詰
まったミシン台はリメイク。
もう使用しない機械部を外し
て横幅を調整し、世界にひと
つしかない家具、電話台とし
て活躍することになりました。

キッチン

お風呂 洗面所

リビング 階 段After

Before

After

After

After

After

Before

After After
2 階和室・洋室

BeforeBefore

After

トイレ

Before

Before

After

1 階和室

After

K

その他、Y様邸の

フルリフォームの施工事例は、

当社ホームページでご紹介して

います。ぜひご覧ください。

★9月号の答えは、 次世代 住宅ポイント制度でした。

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 古川さま／草津市 奥村さま／栗東市 西村さま
　　　　　　　　　栗東市 太田さま／栗東市 北本 さま

レンジフードのご使用年数をお答えください

□ 1～5年　□ 6～10年　□ 11～15年　□ 16年以上

□ 知っている　□ 知らない

レンジフードの取り替えができることをご存知ですか？

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

意外と知られていないレンジフードの取り替え。
最新のレンジフードの主流は○○フィルター
なので日々のお手入れカンタン！見た目もスッキリ☆

快適なキッチンに生まれ変わります！
キッチンに合わせてカラーやサイズも選べます。

下の○に入る言葉を答えてね！

ヒント 今月号のケースタイルからのお知らせを見てね。

こたえは

フィルター

1時間～工事約4～7万円
参考価格（商品代+工事費）

視線を遮り、
風を採り込む

いいこといろいろ！取付けるだけで

窓面格子 つける
外からの視線をさえぎりながら通風も。
日差しのコントロールもできる窓面格子

気候の気持ちいい季節、カー
テンや窓を閉めたままなんて
もったいない！
そんなときも、視線を遮りな
がら通風ができる窓面格子が
活躍してくれます。

入りにくい家だとわかること
がいちばんの防犯対策。窓面
格子を取付けるだけで、防犯
効果がアップします。

日差しのコントロール
で快適に

羽が可動式だから日差しのコン
トロールが可能。夏場の日差し
を遮るのはもちろん、冬場など
日差しを採り込みたい時は、最
大角度130°の羽でたっぷり採
り込めます。

窓面格子で
防犯対策アピールに！

外からの視線を簡単にシャットアウトできます。

視線が気になる浴室やリビングも、
今ある窓に取付けるだけで

安心生活へ！窓面格子を付けて

前まで頑丈な面格子なんて
付いてなかったのに…
手も足も出ないよ！

窓面格子「目隠し可動ルーバー」

0120-150-932
お客様ダイヤル

クサネン


