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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

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

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

1月号
2020

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

クサネン イメージキャラクター
エコかえる

ウイング湖南カーライフステーション

代表取締役社長

清 し々い新年を迎え、皆様益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別のご高配を賜りましたこと、心から御礼申し上げます。

年号も令和に変わり、AIが活躍する時代に変わって参りました。

しかし、お客様のライフラインに関わる暮らしをお守りする作業は、なかなかAIではできません。

弊社は、地域密着企業として常にお客様と顔を合わせ、お客様の思いをしっかりと受け止め、

人の思いやりと技術でもってきめ細かく対応する、そんなサービスをこれからも追求していきたく考えております。

また、昨年も大きな災害がありました。災害に強い街づくりのためには複数のエネルギーが共存していることが大切です。

弊社は、災害に強いLPガスの供給はもちろん、都市ガスのお客様への保安や機器販売、オール電化機器の販売施工

など、地域全体でのベストミックスに対応しております。関西トップクラスの実績に成長したLIXILリフォームショップ、

車のキーパーコーティング施工数県下No1のウイング湖南カーライフステーション共々、地域の皆様の暮らしを安心して

お任せいただけるよう、社員一同さらに精進していきたく考えております。

どうぞ、本年も皆様のあたたかいご指導とご支援を心よりお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます

スタッフの
つぶやき

発行：株式会社クサネン・K-style

LIXILリフォームショップ ショールーム ケースタイル

鍋の季節になってきましたね。妻の実家の
畑で獲れる、無農薬栽培の白菜・大根・おろ
し用大根・水菜はとても甘くておいしいの

で、この季節は夕食が特に楽しみです。今日は鍋かな～って。
あとは食べ過ぎてポッチャリにならないよう気をつけたいで
す。すでにポッチャリしてますけどね（笑）　　　　　（中西）

冬！

旦は伊勢神宮に参拝します。普段でも神聖な雰囲気ですが、
お正月は更に清々しい空気が流れています。前年の感謝を伝

え、今年1年の始まりを味わう大事な一日。今年も早朝5時に滋賀を出
発し伊勢へ。その年の干支のステッカーをいただけるので、今2枚を
持っていますが、まず12枚そろえたいと思います。　　　　  （太田）

元

称スイーツ男子です。どちらかというと
「食べる」が専門ですが、時々思い立って
「作る」ことも。つい最近ではフランスの洋

菓子「カヌレ」を、専用の焼き型まで買って本格的に
作りました。初めてにしては上出来で、奥さんと息子
に褒められました。今年も色んなレシピにチャレンジ
していきたいと思います。 　　　　　　　　（橋本）

自

リビングライフ課
中 西

ケースタイルからのお知らせ

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

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

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

新春 相談会相談会リフォームリフォーム
1 土・・25日 26日月 日 両日とも

10:00
〜

16:00LIXIL 滋賀ショールームin

今年最初のリフォームフェアへ
ご家族お揃いでお越しください!!

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

南草津駅南草津駅

栗東駅栗東駅栗東栗東 栗東栗東

大津大津近江大橋近江大橋

草津市役所草津市役所
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オ
ム
ロ
ン木川町 草津三丁目

LIXIL 滋賀
ショールーム
（Pあり）

もっと料理を楽しみたいけれど、手間がかかるし…と
思っている方！操作もカンタン、お手入れ楽々のラクッ
キングリルにしてみませんか？
グリルにIHを搭載し、加熱も早くて繊細な温度設定
も得意です。本格料理だって、下ごしらえだけで手軽
に楽しめます。下味をつけて魚や肉を冷凍保存して
おけば、解凍なしで焼き上げOK手間いらず。忙しく
ても、おいしい食卓をあきらめたくない方にピッタリ
のIHです。
ショールーム ケースタイルでは、3口IH（75㎝幅）を
展示しています。ぜひご覧ください。 ショールームアドバイザー

竹 内　

展示商品のご紹介

IHクッキングヒーター

NEW

ご来場お待ち
しています

見て・さわって・納得！！

家事ラクのIHが
新登場！！

Yシリーズ
NEW

会

場は
コチラ

㋱370,000円（税別）

148,000円税別商品価格
ガスコンロからの標準取替工事費　30,000円（税別）
IHヒーターからの標準取替工事費　12,000円（税別）
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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」 2020年1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2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
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！

おめでとう
ございます！

刺身用まぐろ（さく）　　
わかめ（もどす）
きゅうり
温かい白ごはん

約300g　　
約80ｇ
2本
3杯分

「まぐろサラダごはん」

材　料

作り方

❶

❷

❸

まぐろは薄切り、わかめはひと口大に切る。
きゅうりは綿棒などでたたいてから、ひと口
大に割る。

　の合わせダレの材料を全て混ぜ合わせる。

器に白ご飯をよそい、①と②を混ぜ合わせ
てのせる。

奥様サポーター  小 島

手間をかけずにカンタンおいしい☆ごはんです。

❶ ❶

❷ ❷

A

白すりごま
黒コショウ（あれば粗挽き）
濃口しょうゆ
みりん
ごま油

大さじ2
少々
大さじ2
大さじ2
大さじ1

〈合わせダレ〉

A

ごま油の風味がたまり
ません！ご飯食べ過ぎて
しまいそう…新年太り
にはご注意ください！

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
公開中

詳しくはこちら!

約40年
戸建て
鉄筋コンクリート造り
洗面所
トイレ2つ→3つ
約1ヶ月
290万円

草津市 KK様事務所

女性社員から、「オシャレなトイレと洗面ス
ペースができてうれしい」「気を使うことなく、
個室でメイク直しができるのが素敵！感動！！」
「和式から洋式トイレに変えただけではない、

こんな素敵なリフォームをしてもらって
　 ありがとう」という声をいただきました。

事務所トイレを快適に
～和式で男女ひとつずつしかない不満を解消～

時間によって混んだり、お
化粧直しの場所がなかっ
たり、何かと不便が多かっ
た事務所の洗面所も、リ
フォームでとても使いや
すいスペースになりました。
洗面台はコンパクトになっ
たものの、鏡は大きくなり、
三面鏡と引き出しで収納
はたっぷり。洗い替えのタ
オルや洗剤もたくさん収
納できます。

廊下には、大型のクロー
ゼットを設置。トイレ掃除
用の道具や洗剤・トイレッ
トペーパーや事務所で使
うもののストックも大量に
収納できます。従業員みん
なが、常にキレイにするこ
とを意識したいと思える
新しいトイレと洗面スペー
スが出来上がりました。

洗面所 Before 廊 下

Before手を洗いたい時
間に混み合う。
鏡が小さく、食
後の化粧直しの
場所もない。

昔から変わらない事務所のトイレ、和式で使いづ
らい。男女1つずつしかなく、朝・昼・夕と混み合う。
タイルで冬は寒く、掃除には水を撒いていた。

トイレ After

After

After

リフォームプランナー 矢 尾

K

After

After

After

Before

つ目のトイレは、男女
兼用トイレとしました。

親しみやすいナチュラル
テイストでレイアウトをし
ています。
壁にある木のようなパネ
ルは、エコカラット（調湿タ
イル）です。オシャレな空
間を作るとともに、トイレ
の気になるニオイも消し
てくれる効果があります。

2
つ目のトイレは、男性専用のトイレです。
カラーはモノクロで大人っぽいモダン

なトイレをイメージしています。男性専用ト
イレには、泡クッション機能のあるLIXILの
サティスGを設置しています。泡クッション
があることで、男性立小用事の尿の飛び散
りや音を軽減できるため、トイレの清潔感
が向上し、「男性用トイレの掃除はイヤ・・・」
という気持ちが楽になることでしょう。

3

つ目のトイレ
は、女性専用ト

イレ。華やかさを
テーマにしており、
クロスの大きな花
柄が活きるレイア
ウトになっていま
す。カラーはダー
クブラウンとピン
クを使い、エレガ

ントで優雅なトイレ空間となりました。また、
トイレを出ると広めにとった洗面スペース
があります。手を洗いながら、身だしなみを
チェックしたり、食後の歯磨きをしたりする
ことができます。高級なイメージをあたえる
デザインタイルを洗面台まわりに装飾した
ことがポイントです。

1
Before

従業員が40名以上の事務所のトイレ、間取りが和式トイレ2つから、洋式トイレ3つへと変わりました。

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

★11月号の答えは、 ノンフィルター でした。

《Quoカード当選者》大津市 Sさま　大津市 岡山さま　栗東市 石山さま
　　　　　　　　　栗東市 山田さま　ペンネーム とんちゃんさま

お住まいの窓まわりでお困りのことはありますか？
□ 特にない
□ あ  る　

□ は  い　　□ いいえ

窓の断熱リフォームをされていますか？

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

こたえは

今ある窓にもうひとつの窓をプラスする
「○窓」は、断熱効果があるので

暖冷房効果も上がります。
また、冬は結露が軽減でき

夏は日差しをカット、防音効果もあり、
窓のお悩みを解決することができます。

下の○に入る漢字1字を答えてね！
窓

例）結露・通りの車の音・窓際が寒いなど

0120-150-932
お客様ダイヤル

クサネン

ヒント 今月号の 　　　　　　　　　　　　  を見てね。

窓際が寒く、結露でビショビショではないですか？

車や電車などの騒音がうるさくありませんか？

お部屋の悩みを即解決！

窓の断熱性を高めて
寒さや嫌な結露の発生を軽減！

窓リフォーム
樹脂製内窓「インプラス」

結露
軽減

窓の気密性を高めて音の出入りをカット！防音
効果

結露を抑えてカビ・ダニの発生を予防！健康

※音の種類によって得られる効果が異なります。

今ある窓に
もうひとつの窓を
プラスするだけの
カンタン施工！

今ある窓に
もうひとつの窓を

するだけの
カンタン施工！

交通量の多い
道路レベルの騒音

図書館並みの
静けさ

短時間の工事で、あっという間に、
様々な快適性能をプラス。

樹脂製
内　窓


