
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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草津局
承　認

電話番号

お 名 前

ふ り が な

ご 住 所

年 齢

〒　　　－

（　　　　）　　　　－

（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
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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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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

5月号
2020

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 発行：株式会社クサネン・K-style

クサネンは、お客様の暮らしに欠かせ
ないガス給湯器やエコキュートなど
のお湯まわり設備、ガスコンロやIH
クッキングヒーターの台所設備を取り
扱っていますので、ショールーム ケー
スタイルも定期的な消毒や換気など、

ウイルス対策をしっかり行ったうえで、
営業を続けております。
ご来場いただく場合は、ウイルス感染
防止の観点から、マスクの着用・手指
の消毒のご協力をお願いいたします。
　また、クサネンのホームページ「機器
お問い合わせ」から、ご相談されたい
住宅設備機器の写真を送っていただ
くと、簡易見積りが可能です。
ぜひご利用ください。

機器お問合わせは
こちらから!!

株式会社クサネンは、滋賀リビング新聞社の滋賀を元気にしたいという活動
「がんばろう、滋賀。」に賛同しています。一日でも早く、穏やかで豊かな日々が
戻りますように。力を合わせて乗り越えましょう！

スタッフの
つぶやき

型コロナの脅威で、先の予定は同窓会も法事も、全て白紙になり
ました。離れて暮らす息子達がとても心配になり予防グッズを確

認すると、防備薄でびっくり！慌てて洗えるマスクや空間除菌剤など買って
送りました。荷物を受け取った息子達が「よく手に入ったなぁ」と。毎夜パソ
コンにへばりついてネットショッピングした甲斐がありました。　 　（竹内）

新

人にもらった銅製タンブラー、常にカップが冷
えていてビールの味は格別です。でもサイズが
少し小さいので大きいサイズを探しています。

大きいサイズになると値段も上がり、妻のOKも出そう
になく…。いつになったら大きい銅製タンブラーでキン
キンに冷えたビールが飲めるのか!?…お小遣いを貯め
るしかありません。　                                  （齊脇）

友

近休みの日は、どうやったら家で子ども達を楽
しませてあげられるかと常に考えています。子
ども達はDVDや動画などが好きですが、それ

ばっかりではよろしくありません！なるべく体を動かせる
ように家を片付けて広くし、子供部屋に遊具を設置しよ
うかと検討中です。　                                  （西田）

最

リビングライフ課
西 田

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！

日差しが強くなるこれからの季節。
肌はもちろん、家具や自動車などの愛用品にも紫外線のダメージが！

しっかり対策をしましょう。

紫外線ダメージ

クサネンイメージキャラクター
エコかえる

地球に到達する太陽光線の中で、最も波長が短く、エネルギーの高い光が紫外線。
波長によって、3つに分類され、人や物にダメージを及ぼすとされる。

長時間浴びると、肌の奥の真皮層まで侵入し、シワなど
の肌老化の一因に。また窓なども通り抜けやすい性質が
あり、室内家具の色あせや劣化を招く。

UV-A：

短時間で細胞を傷つけ、肌や目などへダメージを残す。日焼けに
よる炎症でシミやソバカス、また皮膚ガンを誘発するとされる。

UV-B：

大気層（オゾンなど）で吸収され、地表には到達しない。UV-C：

表皮

真皮

真皮に影響

メラニン

メラノサイト

シミ、ソバカスシワ、タルミ

紫外線（UV：Ultra Violet）が人や物に及ぼす影響

紫外線の強い時間帯（10～14時）の外出は控える。
外出時は、肌を覆う衣服を心がけ、日傘、帽子、サングラスも忘れずに。
日焼け止め（UV-AにはPA、UV-BにはSPF成分を多く含むもの）を塗布。
肌にムラなく均一に塗ることが大切。
美肌ケアに最適な抗酸化作用のある栄養分を補給。

肌の予防・対策

遮光機能付きのカーテンを閉める。
窓にUVカットフィルムを貼る。
フローリングにワックスなどのコー
ティング剤を塗布。
車は屋根付きの駐車場に保管。
戸外の場合は、ボディカバーを装着。
また定期的にボディコーティングを。

家具や車の予防・対策

肌も愛用品も
日焼けから守る

抗酸化作用のある栄養素
ビタミンA
免疫力を高め、肌荒れ予防
に有効。

レバー、鶏肉、緑黄色野菜
など

ビタミンC
タンパク質と摂取すること
で、コラーゲンを生成。

ピーマン、ブロッコリー、
いちごなど

カロテノイド
活性酸素の発生を抑え、老
化予防に最適。

トマト、鮭、にんじん、ほう
れん草など

ポリフェノール
成長ホルモン促進、美肌ケ
アが期待できる。

大豆、コーヒー、チョコレー
ト、ぶどうなど

ビタミンE
血行を促し、血管を健康に
保つ働きを持つ。

かぼちゃ、アボカド、アー
モンドなど

の予防対策！
KKKKKKK
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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

住宅タイプ
リフォーム
箇　　所
工     期
参考価格

栗東市 Y様邸 お役立ち情報暮 ら し の今月の

0120-150-932
お客様ダイヤル

クサネン

クサネンのリフォームで快適プラス！

奥様サポーター  小 島

バターしょうゆの香りが食欲をそそる
和風の簡単パスタレシピです。
きのこは冷蔵庫にあるものを何でも利用
できるので、冷蔵庫の整理にもなります。

作り方

❶

❷

ニンニクをよく炒めたオリーブオイルに、きのこ色々
とベーコンを加えて火を通し、バターとしょうゆで味
を整えます

ゆで時間通りにゆでたスパゲッティと①をフライパ
ンで和えてお皿に盛り、細かくした万能ねぎを散らし
て完成。

スパゲッティ
きのこ色々
ベーコン
オリーブオイル

300ｇ
たっぷり
2枚
大さじ1～2

にんにく
バター
しょうゆ
万能ねぎ

2片
10ｇ
大さじ3
10本

にんにくは焦がさないように
じっくりと炒めることがポイントです。
オリーブオイルの量は、好みで加減
してください。玉ねぎをプラスしたり、
ベーコンの代わりにソーセージを
入れたりしてもおいしくできます。

材　料

❷❶

「きのこ＆ベーコンの和風バターしょうゆスパ」
イマドキの水栓は省エネ設計
パッと変えて快適に！

キッチン用水栓

2つのポイント！

ポイント

1
無駄を減らす
［エコハンドル］

簡単なレバー操作で温度調節で
き、よく使う正面のハンドル位置
で「水」が出る省エネ設計。料理
中も、お湯を無駄に使いません。

特 長

1
手をかざすだけの簡単操作
［タッチレスセンサーで快適］

特 長

2
スリムなデザイン、浄水器一体型で
［スマート＆省スペース］

特 長

3 業界初の［お掃除ラクラク台座］

ポイント

2
ランニングコストがおトク
［省エネ設計］

最新のタイプは省エネ効果が
アップ。ランニングコストを比べ
れば、経済的にもおトクです。

3つの特 長パッと変えて、快適な機能充実

※現場の状況により施工に必要な時間は異なりますので、目安とお考えください。

1時間～工事約4～12万円参考価格
（商品代+工事費）

タッチレス＆レバー操作でラクラクなキッチン用水栓
浄水器内蔵タイプもご用意

約115.3
㎡／年

従来品
整流吐水型
シングルレバー

【最適流量6L/分】
【最適流量5L/分】

約68.0
㎡／年

約41%
省エネ

スポット微細シャワー
+ エコハンドル

ワンホールタイプ
ツーホールタイプ

壁付きタイプ

【タッチレス水栓】 【一般水栓】

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20年
40歳代
一戸建て
お風呂・洗面所・
トイレ・内装など
10日間
247万円

キッチンお風呂
AfterBefore

広々と動きやすいトイレにリフォーム
～小便器・間仕切りを撤去～

リフォーム担当  服 部

新しいお風呂は、TOTOサザナです。青藍色のアクセントパネルが、
浴室全体を落ち着いたリラックスできる雰囲気に見せてくれます。
かねてから奥様はお風呂のお掃除が大変で、しっかり掃除をしよう
とすると床が傷むころに悩んでおられました。
ボタンひとつで「除菌水」が見えない汚れや雑菌までも流してくれ
る床ワイパー洗浄（きれい除菌水）機能を大変気に入られ、サザナ
の決め手となりました。

TOTO サザナTOTO サザナ

K

息子さんお気に入り
ドライヤー機能付き暖房器具
（洗面所）

息子さんお気に入り
ドライヤー機能付き暖房器具
（洗面所）

ボタン一つで床掃除はおまかせ
床ワイパー洗浄
ボタン一つで床掃除はおまかせ
床ワイパー洗浄

キッチントイレ

Before

横手のカウンターにはたっぷりの収納があり、ご主人のお薬な
ど余裕をもって片付けることができます。上部のデッドスペー
スを巧みに活用し、コーナー収納を設置、トイレットペーパーを
たくさんストックすることができます。
新しい手洗器は、手をかざすだけでお水がでる自動水栓。レ
バーに触らなくてよいので清潔で、濡れた手で触らないので洗
面器まわりが汚れにくいです。

ほとんど使わない小便器と間仕切りを撤去、同じ空間とは思
えないほど広々としました。調子が悪いときは体を動かすのが
つらくなってしまうご主人が、ラクに動けるように、余裕のあ
るスペースを確保することができました。
新しく設置したトイレはタンクレス、流すたびに便器内を除菌
する「きれい除菌水」機能が決め手でTOTO「ネオレスト」を
選ばれました。

床の汚れを落とすために、
漂白剤などを繰り返し
使ってきた影響か、傷ん
で剥げているところが目
立ちました。
奥様からは漂白剤でゴシ
ゴシ床をこすらなくても
よいお風呂にしたいとご
要望がありました。

今は使わなくなった小便器、
それと洋式便器を仕切る
分厚い間仕切りが、トイレ
のスペースを大きく占めて
います。収納スペースがな
いため、タンクや仕切りの
上には収納ボックスが置
かれています。
Y様はトイレに清潔に置き
たいものが多いのに、うま
く片付けられないことにお
困りでした。

After

TOTO ネオレストTOTO ネオレスト

完成後、Y様からは「お風呂のお掃除がすごく
ラクです！」と喜びのコメントをいただきました。
ご主人のために広く使いやすくなったトイレの

仕上がりにもご満足いただきました。

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

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6月10日 必着まで応募締め切り

★3月号の答えは、  壁 でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 井上さま／草津市 中村さま／草津市 本間さま
　　　　　　　　　守山市 田中さま／守山市 日野さま

ヒント 今月の　　　　　　　　　　　　　を見てネ。

下の　に入る文字を答えてネ！！
こたえは

ハンドルイマドキの水栓は省エネ設計。
「　　　  ハンドル」タイプは、

よく使う正面のハンドル位置で「水」が出て、
お湯のムダを減らします。

□ 知っている （□ すでに使用している）　 □ 知らない
□ その他 （　　　　　　　　　   　　　　　　　　）

□ 知っている　　 □ 知らない

キッチンの水栓だけで交換できることをご存知ですか？Q2.

キッチン水栓に省エネタイプがあることをご存知ですか？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


