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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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ENEOS ウイング湖南
カーライフステーション
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クサネン株式会社
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0120-417-932
https://www.kusanen.com/
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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
ケースタイルからのお知らせ

1級建築士事務所

の父は隠居していますが、車の整備士でした。
私は車には無頓着でハンドル、ブレーキ、タ
イヤがついていれば満足ですが、長男は幼

いころから車が好きで、ミニカーを集めて眺めては走らせて喜んでい
ました。それには物足りず本物の車にも興味を持ち、春から整備士にな
るための専門学校に通います。父のような整備士になってほしいです。
現在、ウイング湖南SSでアルバイト兼見習い中。がんばれ！   （村上）

私

ランダを片付けて広々したので、椅子を置きたくなってリサ
イクルショップを見に行きました。季節がら、お目当てのガー

デンチェアは見つかりませんでしたが、某メーカー筋トレ器具を千円
で見つけて衝動買い！息子たちに笑われながらも、お正月太り解消を
目指して使っています。効果はまだ出ません(笑)　　　　　　（竹内）

ベ

年のお正月は、次男と二人で僕の実家の能
登へ帰省。長男は高校受験を控えているた
め奥さんと滋賀に残って勉強…。次男は僕

と性格が似ていて、行きたいところ、やりたいことが
一緒、しかもお金の使い方まで一緒。まるで小さな僕
を見ているようでした。二人で能登のお正月を思う存
分楽しみました！ 内容は秘密です！　　  　    （川尻）

今

リビングライフ課
村 上　

スタッフの
つぶやき

グリルで焼くとおいしいけれど…焼き網のお手入れ、大変ですよね。
日立のIHなら焼き網がなく、付属のラク旨グリル＆ラク旨オーブンで調
理するのでお手入れ簡単♪深型なので油跳ねをガードして庫内もキ
レイです。専用フタも一緒に重ねて庫内に収まり、
置き場所にも困りません。
魚焼きは冷凍から焼き上げまで、火加減おまかせ。
煮つけや肉じゃがもグリルで美味しく仕上がります。
火力は細かく選べる12段階。お好みの火力にパッ
と変えられるワンタッチボタンが便利。
火力に応じて液晶の色が変わり、一目で火力がわ
かります。お試しにお越しください。

展示商品のご紹介

IHクッキングヒーター

NEW

見て・さわって・納得！！

M200Tシリーズ
㋱410,000円（税別）

164,000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）

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

オールメタル
シングル対応

•火加減マイスター
•水なし両面焼
　ラク旨グリル＆オーブン

75㎝幅

インスタグラムでも人気の

その1 ラク家事
ガスのパワーで家事を時短化!!
パワフル温風で8kgの洗濯
物を約80分、5kgの洗濯物
を約52分で乾燥。
電気式の約1/3の時間で済
み、家事の時間を大幅に短
縮できます。

その2 生乾き臭カット
パワフル温風で悪臭の原因菌を除去
部屋干しすると生じる生乾き
臭の原因は「モラクセラ菌」。
80℃以上の温風で乾燥する
ので、外干しや日光消毒でも
除去できないニオイを取り除
きます。

ガス衣類乾燥機

都市ガス用／LPガス用 新規取付標準工事費27,000円（税別）／標準取替工事費15,000円（税別）

97,000 税
別

商品価格（工事費別）㋱158,000円（税別）

8kgタイプ 円

㋱128,000円（税別）

5kgタイプ 79,000 税
別

商品価格（工事費別）
円

㋱98,000円（税別）

3kgタイプ 60,000 税
別

商品価格（工事費別）
円

ショールーム ケースタイルに展示あります!!

花粉・黄砂
の季節に

強い味方
！花粉・黄砂

の季節に

強い味方
！

60%
OFF

気温が低く、日照時間が短いのに、乾きにくい厚手の衣類が増える冬。
効率よく乾かせる洗濯方法と干し方のコツをお教えします。

◆日差しがあれば短時間でも外へ
・雪が積もっていても日に当てることで紫外線に
よる殺菌効果あり。

◆雪が降っているときは室内干しを
・暖房の効いた部
屋の方が湿度が
低く乾きやすい。

寒い日、雪の日の洗濯は、
外or室内干し？

早く乾いて

気分もカラッ
と

◆洗濯機の設定を調節！
・生地に合わせた脱水時間でしっかり脱水。

◆洗濯タイムを調整！
・夜のうちに暖かい室内で干し、
翌朝に日に当てて滅菌。

◆乾燥機を効率良く使う！
・10分乾燥機にかけてすぐ
干すとシワが伸びて乾きも
早くなる。

洗濯機でできる工夫

◆ニオイや雑菌の増殖を防ぐには
早く乾かすことが重要

・間隔をあけて干す。
・脱水時に、乾いたタオルを
一枚いれる。

・空気の通りがよいアーチ型に
干す。裏返して干す（ポケット
などがあるもの）。

洗濯物を早く乾かすコツ

◆ベストな温度と湿度
・暖房を活用して、うまく温度と湿度をコントロール。
・室内温度は28度、湿度は40％～50％がベスト。

◆風を通す
・洗濯物を早く乾かすには、
窓を開け、サーキュレータ
などを利用して風の通り
道をつくる。

室内干しのポイント

お洗濯のコツ寒い季節の
KKKKKKK

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる
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「クサネン・ケースタイル掲示板」 2020年2月号

こちらのハガキからご応募ください。

クイズ

お役立ち情報暮 ら し の今月の

クサネンのリフォームで快適プラス！

1級建築士事務所

クサネン
施工事例

❹ ❻❺

お店でも人気メニュー、旬のお野菜で作ります。

「エビとブロッコリーの
　　　　　　アヒージョ」

作り方

❶

❷

❸

むきえびは背ワタがあれば除き、水で洗い水
気を除く。
ブロッコリーは小房に分け、茎は根元と固い
部分を除き、乱切りにし、耐熱容器に入れラッ
プをふんわりとかけ、電子レンジで加熱して
おく。（500W：3分）
にんにくは皮と芯を除き、みじん切りにする。
赤とうがらしは半分に切り、種を切っておく。

❺

❻

フライパンにオリーブオイル（大さじ1）・にんに
く・赤とうがらしを入れ弱火で熱し、香りが出たら
えびを加え、中火で炒める。（約3分）
えびの色が変わったら、ブロッコリーを加え軽く
炒め、オリーブオイル（大さじ4）を加えてひと煮
たちさせる。
火を止め、レモンのしぼり汁を加え、塩・黒コショウ
で味をととのえ、バケットと共に、器に盛り付ける。

❹
むきえび
ブロッコリー
にんにく
赤とうがらし
オリーブオイル
　　〃
レモンのしぼり汁
塩
黒コショウ
バケット

150ｇ
1/2房
1かけ
1本
大さじ1
大さじ4
小さじ1/2
少々
少々
約半分

材　料

オリーブオイル少なめの
分量で作れるアヒージョです☆

素材は、魚介類、キノコ類、チキンなど、
季節に合わせてアレンジしてください。
パスタソースとしても使えます。

奥様サポーター  小 島

LIXILリフォームショップ

クサネン ホームページ

「今の大理石トイレとはイメージを変えて、温かみを感じる色を取り入
れたい」とご要望でした。横一面には調湿タイル「エコカラット」を貼
り、立体感のあるスクエア柄とアイボリーカラーが印象的です。タンクレ
ストイレのフォルムと調和し、今回新設した手洗いカウンター・鏡など、
トータルで柔らかな雰囲気のあるトイレに仕上がりました。
洗面との間にあった建具をなくし、空間を統一したため、手洗いを置い
てもスペースに余裕があります。

新しくなったキッチンは吊戸棚の位置が10㎝下がったおかげで、中の
ものに手が届きやすくなり、スムーズに調理器具の出し入れや整理が
できるようになりました。キッチンとダイニングを大きく遮っていた食
器棚を撤去し、カップボードのレイアウトも見直しました。今まで置き
場の無かったトースターやレンジ、炊飯器などの調理家電がひとつに
まとまり、これからは炊事の効率がアップすることでしょう。
リフォームに伴いキッチン、ダイニング、
廊下、玄関フローリングも貼り替えてい
ます。キッチンの赤色を引き立てるグレ
イッシュな色を採用、高級感とヴィンテー
ジ感が新しいフローリングの魅力です。

今回は大きな改修はせず
に、玄関ドアの交換で有効
幅最大の開口部を作るこ
とにしました。新しい玄関
ドアは、リモコンを持って
いればドアのボタンを押す
だけで施錠開錠ができる、
タッチキー仕様です。
重厚感のあるハンドダウン
チェリーの色味が素敵な玄
関になりました。

栗東市栗東市 S様邸S様邸
約30年
60歳代
一戸建て

キッチン

3週間
300万円

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

約40年
60歳代
一戸建て
1階2階トイレ・
洗面台・玄関ドア交換
4週間
310万円

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

栗東市栗東市 N様邸N様邸
使いづらいキッチンから、
広くて使いやすい
キッチンへ

オシャレなトイレに
イメージチェンジ

キッチン

トイレ1階
手洗いがトイレドアの外側にあるの
で不便。大理石が使われたこだわり
内装のトイレ。30年ご使用の経年劣化が見られるほかに、

上部吊戸棚が高くモノの出し入れがつらい状態。
大きな食器棚が壁のように部屋を区切っている。

トイレ2階

玄関ドア

2階は「収納性に優
れたトイレにしたい」
とのご要望からトイ
レットペーパーや掃
除道具を収納できる
収納棚付トイレを設
置。小物が扉内に収
納されて、全体が
すっきりと片付いて
見えます。

開く部分が狭い。

リフォーム事例
多数公開中

キッチン・ダイニングの間にそびえるように立っていた食器棚がなくて、
部屋が広く見えます。それぞれの収納箇所が最適化されているので使い
やすいです。キレイだし満足しています。

お 客 様 の 声

印象がキレイに変わり、スペースも広々としています。すっきりしてよかった！

お 客 様 の 声

Before

Before

Before

Before

Before

Before

After

After

After

After

After

After

LIXIL リフォレLIXIL リフォレ

LIXIL リシェントLIXIL リシェント

LIXIL サティスGLIXIL サティスGLIXIL シエラLIXIL シエラ

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

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。　

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。

2020年3月10日 必着まで応募締め切り

★12月号の答えは、  ヒートショック予防でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 三輪さま／大津市 加藤さま／草津市 福井さま
　　　　　　　　　栗東市 平田さま／栗東市 藤田さま

□ ガスコンロ　　□ IHクッキングヒーター
使用（　　　　　　）年

□ 卓上型据置型ガスコンロ　　 □ ビルトインガスコンロ
□ 卓上型IHクッキングヒーター
□ ビルトインIHクッキングヒーター

新しいコンロに買い替えるとすれば、
　　　　　　次はどのタイプを選ばれますか？

Q2.

ヒント 裏面のケースタイルからのお知らせを見てネ。

今月号の　　　　　　　　　　　で
紹介している新商品「IHクッキングヒーター」は、

どのメーカー製でしょう？

①Panasonic　②三菱　③HITACHI

次の①～③から選んでね。
現在お使いのコンロの種類を教えてください。Q1.

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
ケースタイルからのお知らせ




