
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。
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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

1級建築士事務所

スタッフの
つぶやき

酸水メーカー（炭酸水を手軽に作れる機械）を
１年ほど前から欲しいと思っています。自宅で
晩酌をするときはハイボールが多いので、これ

があればできたての炭酸水でお安くハイボールを作れて、
晩酌も進むはず。思い切って買おうかなぁ。　   （服部）

炭

大人気の漫画「鬼滅の刃」、うちの子も大好きでグッズを集めています
が、滋賀にはなかなか売ってないので、子どもにいいところを見せよう

と京都四条河原町まで行ってきました。滋賀で見たこともないグッズに、子ども
たちも大喜びで興奮が収まらず、あれもこれもとなるとすごい金額に…。子ども
の影響で私も徐々にハマりつつあり、「鬼滅の刃」貯金が必要です。（松田）

今

し前の話ですが、京都南やましろ村の道の駅に立
ち寄った時、伊賀上野の城下町のパンフレットに
イチゴ大福を販売している和菓子屋さんがたくさ

ん載っていて、甘いものに目がない私、早速その中のひとつ
「いせや」へイチゴ大福を買いに行きました。イチゴは大粒
で甘く、白あんとのバランスが絶妙～そして価格もお手頃！
はるばる伊賀まで行った甲斐がありました。みたらし団子も注
文してから焼いてくれるので、これもまた格別です！ （武永）

少

リビングライフ課
服 部

きめつ やいば

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！！

寒くない春からはユカカラ暖房のリフォームに最適！！寒くない春からはユカカラ暖房のリフォームに最適！！

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

施工事例も
いっぱい！

ショールーム
アドバイザー
竹 内

ケースタイルに展示中

IH
クッキング
ヒーター

ビルトイン
ガスコンロ

プログレ

ユーディアエフ

リッセ 

デリシア

ピアット

フェイシス

ブリリオα リプラマイトーン

Yシリーズ

G33シリーズ

M200Tシリーズ

G32シリーズ

PT316Hシリーズ

天板カラーもボタンデザインもグリルも色々、
お気に入りのコンロ見つけませんか？

ご来場お待ちしています

ご紹介します!!
コンロを

香りが良くてリラックスでき、アレンジもできるので、ぜひ楽しんでみてください。
地味なイメージのほうじ茶ですが、今や、大手カフェチェーンなどでほうじ茶ラテが登場。タピオカドリンク
にもほうじ茶ラテタイプが出るなど、ここのところほうじ茶がちょっとした人気に。カフェインが少ないので、
小さい子どもや妊婦さんなど、幅広く楽しめますし、香ばしい香りや、テアニンという成分がリラックスを
もたらすので、夜寝る前にほっこりするのにもおすすめです。

を楽しみませんか？ほうじ茶

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

そもそもほうじ茶は、番茶など緑茶葉を深い茶色になる
まで煎ったお茶のこと。淹れ方もとっても簡単です。急
須の大きさによって、ティースプーン2～3杯のほうじ茶
葉を入れ、沸騰したての熱湯をお好みの量、注ぐだけ！
30秒ほど置いてから、湯のみなどに注げば完成です。
また、緑茶葉があれば、ウチでつくることもできますよ。
フライパンか厚手の鍋に緑茶葉を入れ、強火で揺らしな
がら煎ります。香りが立ってきて、茶葉から煙が出てきた

ら、弱火にし、茶葉が茶色くなったら完成です。作り立
てのほうじ茶はとっても香ばしくておいしいです。つくっ
た後は、清潔な乾いた
ビンで保存し、香りや
風味を楽しむためにも
3日～1週間程度で飲
み切ってくださいね。

淹れ方は単純明快！自家製もできますよ

さっぱりとし
た飲み口なの
で、脂っこい
食事の後にも
良いですね♪

人気のほうじ茶ラテもお家でつくってみましょう！
鍋に30～40ccのお湯を入れ、ほうじ茶の茶葉を入れて濃
いめに煮出します。そこへ牛乳をお好みで50～100ccを加
え、沸騰しないように鍋を揺らしながら温める。砂糖をお
好みの量加え、かき混ぜて茶葉を濾せば出来上がり♪
牛乳を豆乳に変えても良いですし、ラテの上に泡立てた
生クリームを乗せれば、見た目も豪華でちょっとぜいた

くな気分に。
また、濃いめの
ほうじ茶ラテと
氷を一緒にミキ
サーにかければ、
ほうじ茶フラペ

チーノにもなります！自分流にアレンジして楽しめるの
も良いですね。
お料理に活かしてみるのもおすすめですよ！
ホットケーキミックスと牛乳、卵にほうじ茶を加えて焼け
ば、ほうじ茶がほんのり香るホットケーキの出来上がり♪
甘味を少しプラスした方が良いので、お砂糖を調整して
加えてみてください。
ほうじ茶を使った煮豚もおすすめ！豚
ブロック肉にフォークで適当に穴をあ
け、表面に焼き色をつけたら、ほうじ
茶と醤油、みりん、酒を肉がひたひた
になる程度に入れて煮ればOKです。
ぜひお試しください！

人気のラテや料理にアレンジしてみましょう！

ほうじ茶ラテはティ
ーバッグを使う場
合、糸を切って鍋で
泳がせるように煮出
すと良いですよ。
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「クサネン・ケースタイル掲示板」 2020年4月号

こちらのハガキからご応募ください。

クイズ

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

草津市草津市 H様邸H様邸 お役立ち情報暮 らら し のの今月の

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

「春野菜の五宝菜」

奥様サポーター  小 島

中華料理で人気の八宝菜を、春野菜5種類で手軽に作ります♪
熱々ごはんの上にかけて中華丼にしてもいいですね。

作り方
❶

❷

❸

❹

❺

スナップエンドウはへたと筋を取る。タ
マネギは2～3㎝四方に切る。ニンジン、
タケノコは、タマネギと同じくらいの大
きさに乱切りにする。にんにく、しょうが
は包丁の腹でたたいてつぶす。豚肉は
ひと口大に切る。

鍋に湯を沸かして塩少々を入れ、ニン
ジンを2～3分ゆでてからスナップエン
ドウを加え30秒～1分ゆでる。一緒に
ざるに上げ湯切りする。小鍋にⒶを合
わせて温めておく。Ⓑは混ぜ合わせて
おく。

深めのフライパンにサラダ油大さじ1を
弱火で熱し、にんにく、しょうがを入れ
て香りをたたせる。豚肉を加えて炒め、
塩・こしょうを少々ふる。豚肉に火が
通ってきたら、酒をふり入れる。

サラダ油大さじ1を足し、玉ねぎを加え
て炒める。タマネギのまわりが透き通っ
てきたら、②の野菜とタケノコを加えて
炒め、温めたⒶを加える。

煮立ったら、もう一度よく混ぜたⒷを回
し入れ、とろみをつける。お好みでごま
油を加える。

野菜カット、調味料
準備をしておけば、
手早く作れます☆

材　料

チキンスープの素
お湯
しょうゆ
オイスターソース
酒

小さじ2
400cc（カップ2）
大さじ2
大さじ2
大さじ1

A

片栗粉
水

大さじ2
大さじ2

B

豚しゃぶしゃぶ用肉
スナップエンドウ
タマネギ
ニンジン（小）
ゆでタケノコ
にんにく・しょうが
酒

〈分量外〉 塩・こしょう、サラダ油、ごま油

150ｇ
150ｇ
1/2個
1本（約150g）
1個（150g）
各1かけ
大さじ1

❷

❷ ❹

留守中でも宅配荷物が受け取れる
宅配ボックス

選べる
3タイプ

宅配ボックス つける

半日～工事約5～29万円
参考価格（商品代+工事費）

どこにいても安心して荷物が受け取れます。

工事費込みの明朗価格で安心

IoTを導入した最先端の商品から
お求めやすい価格の商品まで、

宅配ボックスがあれば、安心！

約21～29万円 （
税
別
）
約10～14万円 （

税
別
）

約5～12万円 （
税
別
）

スマート宅配ポスト リンクスボックス 宅配ボックスKT

ポストと宅配ボッ
クスを一つにまと
めたオールインワ
ンタイプ。最先端
の機能を搭載！

縦型スリムなボッ
クス形状。スマー
トフォンとの連携
もできます。

シンプル機能の
お求めやすい宅
配ボックス。

お出かけ中も
荷物を受け取る
ことができます。

こんな時に便利！
・家事で手が離せない時も
・お着替え中も
・お出かけ中も

35年
70歳代
一戸建て

お風呂・洗面所

2週間
250万円

リフォーム前のお風呂は
手すりが浴槽のそばにな
いため、膝を悪くされてい
るH様にとって浴槽の出入
りは不便でした。

H様はご趣味で海外旅行
にでかけられるとのこと。
宿泊先のホテルで、ラグ
ジュアリーな雰囲気のお
風呂を見てこられた体験
が、新しいお風呂に反映
されました。

アクセントパネルや浴槽
の外側・カウンター・横手
すりなどをシックな黒色
で統一。さらに、黒色で設
置した横手すりは、スマー
トなだけでなくたっぷり
な収納がついています。

また、この一本の手すりで浴槽の出入りの補助に限らず、お風呂
全体での動きを幅広くサポートすることが可能となり、今回のバ
リアフリー視点での大きな強みです。

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!

リフォーム担当  春 野

自宅で優雅なひととき
ホテルライクでオシャレなお風呂にリフォーム

After

お風呂

Before

LIXIL アライズ Kタイプ 1618LIXIL アライズ Kタイプ 1618

リフォーム前は、横幅
いっぱいに大きな洗面
台が設置されていまし
たが、新しくするならそ
こまで大きな洗面台は
不要ということから、標
準サイズの洗面台と2
段カウンターのレイア
ウトに変更しました。

一人暮らしのH様は三
面鏡を使うほどのこと
もないし、一面鏡でスッ
キリした見た目のほう
が良いということで、あ
えて一面鏡のミラーを
組み合わせています。

After

After

洗面所

Before

Before

K

LIXIL ピアラ 750mm ミラー ルミシス 一面鏡LIXIL ピアラ 750mm ミラー ルミシス 一面鏡

これからご自身が年齢を重ねていくことを踏まえて、もっと楽に
お風呂に入れて、段差がないようにしたいと考えられたことが、
ご依頼のきっかけでした。

お風呂と洗面所のバリアフリー化はもちろん、
ご希望であったホテルライクでオシャレなイメージを再現しました。

洗面所から浴室への段差を解消し、

手すり取付けとバリアフリー性能も重視しつつ、

H様の持たれていたイメージのお風呂に

リフォームすることができました。

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。

ヒント 今月号の　　　　　　　 を見てね。

① キッチンとリビング　② トイレ
③ 玄 関　④ お風呂と洗面所

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5月10日 必着まで応募締め切り

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 寺岡さま／草津市 西山さま／栗東市 大原さま
　　　　　　　　　栗東市 酒井さま／栗東市 塚本さま

★2月号の答えは、 ③HITACHI のIHクッキングヒーターでした。 ご意見・ご感想 メッセージなど、ご自由にお書きください。

今月号のリフォーム事例は、
どの箇所のリフォームでしょう？
次の①～④から選んでね。

□ 0～5年　□ 6～10年　□ 11～15年　□ 16年以上

ご自宅のお風呂で気に入っているところは？Q2.

お風呂のご使用年数は？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


