
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。
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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
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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

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

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

歳の娘と1歳の息子がいます。平日はあまり遊
んであげられないので、休日は矢橋帰帆島公園
などに家族で出かけて、思いっきり遊んであげ

るようにしています。どこへいっても楽しそうにしていて、
やんちゃすることも増えてきましたが、それも含めてやっ
ぱり子どもは可愛いなと思います。親バカです。   （西田）

4

めての嵐山。今は紅葉が見頃だということで、天龍寺の庭園へ
行ってきました。綺麗な紅葉を目にし、日常とは一味違う景色に感

動しました！京都の観光名所でもある嵐山、TVでよく紹介される出店が並
んでいて「おむすびケーキ」や「ワッフル肉まん」など、気になったものを食
べ散策。美味しいものと美しい風景の両方を楽しんできました。    （沖田）

初

月に長女（小1）の初めての運動会に行ってきま
した。前日に「50m走で一番になったら何でも
買ってあげる！」と約束していました。当日、娘の

番が来て50m走でなんと1位になりました。うれしい反面、
おそらく任天堂スイッチを買わされると思うと、約束した
ことに後悔。モノで釣ったらダメですね。でも1位を取った
娘のうれしい顔が見れて本当に良かったです。　 （松田）

10スタッフの
つぶやき

リビングライフ課
松 田

IHクッキングヒーター

メーカー
延長
保証付

ケースタイルからのお知らせ

寒い脱衣所が、すぐに暖かく
なります。人感センサー付き
で、かしこく電気代も抑えら
れます！

スタッフいち押し商品

ショールームアドバイザー
竹 内　

50%
OFF

㋱68,000円（税別）

33,800円税別
商品価格（工事費別）

壁掛型
遠赤外線暖房機

手軽さが好評の暖房! !

ウォールヒート

すぐ

暖かい
!!

簡単操
作

ヒート

ショッ
ク

予防

JCBギフト券5,000円分プレゼント

ハイパー
ガラスコート

展示あり

62%
OFF

1月15日まで2020年

&&

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

フルオート

•自動保温
•追いだき
•自動湯はり
•マイクロバブル
　　　 入浴対応
•スマート貯湯
•エコふろ保温
•リモコンセット
•脚部カバー付

•左右高火力
•水なし両面焼

460ℓ
EQN46UFV

㋱950,000円（税別）
27.3

万円税
別

商品価格（工事費別）

370ℓ
EQN37UFV

㋱855,000円（税別）
24.6

万円税
別

商品価格（工事費別）

オートタイプ屋外壁掛型設置

都市ガス用
LPガス用省エネガス給湯器 エコジョーズ

5年
保証付

台所/風呂リモコンセット MFC-E226D

㋱359,000円（税別）

FH-E208AWL

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

9 .7
万円税

別
商品価格（工事費別）

20号

5.0
万円税

別
商品価格（工事費別）㋱135,000円（税別）

リプラ
PD-509WS-60CV

60㎝幅

省エネ給湯機 エコキュート

都市ガス用
LPガス用省エネ最新ビルトイン ガスコンロ

79%
OFF

•火加減クッキリサイン
•水なし両面自動焼グリル

4.45
万円税

別
商品価格（工事費別）㋱213,000円（税別）

2口IH+ラジエント
G318Mシリーズ
CS-G318MS

60㎝幅

鉄・ステンレス
対 応

ラジエント
ヒーター

1/6（月）より、通常営業いたします。
12/25　～1/5水 日

年末年始のお知らせ

来年もどうぞよろしく
お願いいたします。

ショールーム ケースタイルの年末年始休館

ケースタ
イルで

展示して
ます!!

応募締切：2019年12月末まで

日ごろの体調を整えることも大切ですね。十分な
睡眠や適度な運動で健康づくりを心がけることで
免疫力低下を防ぎ、インフルエンザに負けない体
をつくりましょう。ほかに、ゆっくりお風呂につか
るなど、リラックスすることでストレスを溜めない
こともポイントです。

室内にいるかもしれないインフルエンザウィルス。
その活動を抑えるために、室内の湿度は50％～
60％に保つのがおすすめ。高温にも弱いと言われ
ているので、20～25度程度が良いでしょう。もし、
家族がかかってしまったら、心を鬼にして隔離。タ
オルやうがい用のコップも別にし、手洗いもこまめ
にして、家庭内感染を防ぎましょう。

どんなに気をつけていても100％かからないとい
うことはありません。最近は、インフルエンザの型
によっては、高熱が出ないものもあります。また、
インフルエンザの薬は48時間以内に服用すると効
果が期待できるので、少しでも「おかしいな」と
思ったら病院へ行きましょう。

日々の体調管理やお部屋の環境づくりも

最近は、お部屋に置いたり、スプレーする
ことでインフルエンザ予防に役立つグッズ
もあるので、取り入れるのも良いですね！

クサネン イメージキャラクター
エコかえる

を予防して、健康的な毎日を！
熱や体の痛み、倦怠感などで大変なインフルエンザにはかかりたくないもの。

予防を心がけたいですね。

インフルエンザ

インフルエンザは、飛沫感染によってうつることも
多いため、マスクの着用がおすすめ。マスクは、ワイ
ヤーを鼻に合わせて密着させ、下部分は、あご下ま
で伸ばして顔をしっかり覆いましょう。

接触感染に気をつけるために、
こまめな手洗いも重要です。
手洗いは、指先や爪、指の間、
手首まで丁寧に洗いましょう。

そして、より効果的なのは、こ
まめな水分補給。体内の水分
が不足すると、鼻や気管の繊
毛が乾燥して、動きが悪くなり、
ウィルス等を体の外に排出できなくなってしまいま
す。こまめな水分補給はとても大事。外出時には、
水筒やペットボトルを持ち歩くのも良いですね！

ちょっと前から注目を集めているのが“紅茶”。
もともと殺菌効果が高いといわれていますが、紅
茶に含まれるポリフェノールが緑茶などに比べて、
インフルエンザを無力化する力が強いそうです。
ティーバッグで普通に淹れて飲むのも良いですし、
2、3煎目でも十分。砂糖やレモンを入れてもOKだ
そう。ノンカフェインでも良いので、睡眠前や妊婦
さん、小さいお子さんにもおすすめです。

こまめな対策と水分補給が効果的！

消毒用のアルコール
で手を清潔にする
ことも効果的です。

ミルクティーはミルクタンパク
の影響でポリフェノールが働か
なくなるのでNGです！

NG
　予防接種も重要です。予防接種は完璧に
予防するものではありませんが、万が一、
かかってしまったとき、症状がひどくならな
いためにも受けておいた方が良いでしょう。

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

スタイリッシュ
リモコンセット

（BRC083B1）

71%
OFF

71%
OFF



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12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

2020年1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
築 年 数
施     主
住宅タイプ
リフォーム
箇　　所
工     期
参考価格

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！

★10月号の答えは、 ①ビルトインガスコンロ でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》草津市 井藤さま／草津市 橘さま／栗東市 川口さま
　　　　　　　　　栗東市 竹村さま／ペンネーム てるさま

里芋（煮物）
てんぷら粉
水
サラダ油

適量
適量
適量
適量

ニンジンやゴボウ、
タケノコも同じように
煮物リメイクできます！
お試しください。

「里芋の天ぷら」

材　料

作り方

❶

❷

❸

里芋の煮物の水気を切っておく。

てんぷら粉を水で溶き、①の里芋に
絡めつける。

180度の油でサックリと揚げたら完成。

奥様サポーター  小 島

さっくりと！

里芋の煮物のリメイク料理。
たくさん作ったり、少し残ってしまった時にどうぞ。
煮物で味をつけてあるので
おいしく、外はサクッといただけます♪

❶ ❷

❸ ❸

材料は軽量いらず♪

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!

約30年
50歳代
一戸建て
キッチン・洗面所・
トイレ
2週間
220万円

草津市 OO様邸

新しい洗面化粧台は、本体の幅
（1,200㎜）やデザイン、収納を
気に入って選ばれました。

タンクがあって入り組んでいた背面部分
は、キャビネットがあることで平面化し、
お手入れもしやすくなりました。

リフォーム後、「思ったとおりに
キッチンにこだわれて嬉しいです。
使いやすいさは、想像以上です」
とのお声をいただきました。

年数の経ったキッチンを、
上品な木目柄デザインのキッチンにリフォーム

キッチン

故障はないが、古くなった
キッチンを変えたい。

長く使っているうちに、
洗面ボウルとカウン
ターの間に大きな隙間
ができ、ここから水漏れ
が始まりました。

今回のリフォームでは、キッチンのデザ
インについて「何だか暗い見た目のキッ
チンなので、思い切り明るくしたい」と
いうご要望がありました。
そこで、見た目のポイントとなる扉デザ
インを、ハイグレードの「クリエフレーム
シリーズ」に決め、カラーは明るめのク
リエアイボリーを選択されました。この
シリーズは、立体的で上品な木目柄が魅
力です。
引き出しの取っ手には、ダークカラーを
入れ、ベースカラーであるアイボリーと
のアクセントにすることと、照明器具や
建具のカラーと合わせ、統一感を出しま
した。
「明るく風格のある佇まいにしたい」と
いうお客様のご希望を叶えることがで
きました。

洗面所

Before

Before

After

After トイレ

Before

After

LIXIL アレスタ（間口3,450㎜）LIXIL アレスタ（間口3,450㎜）

LIXIL エルシー（幅1,200㎜）LIXIL エルシー（幅1,200㎜） LIXIL リフォレLIXIL リフォレ

リフォーム担当　服 部

K

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

住まいの中の温度差を少なくするために、
ご家庭で行っていることはありますか。

□ 特にない　　□ ある　　□ 高気密高断熱住宅
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

□ 床暖房　□ ガスファンヒーター　□ 石油ファンヒーター
□ 石油ストーブ　□ 電気ファンヒーター　□ 電気ストーブ
□ エアコン　□ セラミックヒーター　□ 遠赤外線ヒーター
□ オイルヒーター　□ その他（　　　　　　　　　　　 ）

お住まいでお使いの暖房機器の種類を教えてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

寒い脱衣所やトイレ・玄関にも取り付けることができる
「壁掛型遠赤外線暖房機～ウォールヒート～」は、

スイッチONですぐにあったか。
脱衣所の温度差を少なくすることで、
○○○○ョッ○予防にもつながります。

夏は送風機能で扇風機がわりにも。1年中使えます！

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。

ョッヒ

ヒ

工事半日～トイレ
トイレの気になるお掃除やにおいを解決して

心地よいトイレ空間を。

お好みのトイレ空間が完成！

自宅のトイレが大がかりな工事なしで
見た目すっきり、スタイリッシュな空間へ大変身！

キャビネット付便器／シャワートイレ一体型便器

0120-150-932
お客様ダイヤル

クサネン

約18～20万円

キャビネット付で
空間すっきり

リフォレI型

従来の陶器 アクアセラミック

白さ・輝きが100年つづく
簡単な掃除で新品の白さ、輝きが続く「ア
クアセラミック」。リング状の黒ずみや、便
器のくすみの原因となる水アカが付きに
くいリクシルならではの新素材です。また、
便器についた汚物よごれも、トイレを洗浄
するだけでツルンっと落ちます。

ポイント

1

だから、キレイがつづく
汚れにくい＆掃除しやすい！

つぎ目なしで汚れにくい
汚れの入りやすい“つぎ目”をなくしたキレ
イ便座は、防汚素材で掃除ラクラクです。

ポイント

2

すき間汚れをラクラクお掃除
お掃除リフトアップがあれば、すき間汚れ
が奥までラクに拭き取れます。

ポイント

3

従来の
便座

キレイ
便座

約13～15万円

スタンダード機能の
フチレス便器タイプ

アメージュZA
シャワートイレ

「次世代住宅ポイント」獲得ポイント数

16,000pt／戸

エコ住宅設備の設置
節水型トイレ

「次世代住宅ポイント」獲得ポイント数

18,000pt／戸

家事負担軽減に資する設備の設置
掃除しやすいトイレ


