
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。

郵　便　は　が　き

5 8 752 9 0

滋
賀
県
草
津
市
青
地
町
138

株
式
会
社 

ク
サ
ネ
ン

　
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー 

行

料金受取人払郵便

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

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/
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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

6月号
2020

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

スタッフの
つぶやき

近ハマっているのが、ヨガのインストラクターをしている友人
の「ZOOMヨガ」に参加すること！朝からZOOMヨガして、

庭いじりしたり…パンを焼いてみたり…断捨離したり…。移動時間も
短縮できるので、できた時間を有効に使っています☆　　　　（改田）

最

テイホーム。小学校も保育園もお休みで毎
日ひまを持て余している子ども達に、庭に
小さなテントとシートと机を置き、アウトドア

気分を味わえるようにしました。長女は、宿題も外の
机でする方が家の中より集中できたようす。次女＆
三女はおままごとをして、はしゃいでいました。まだま
だコロナ問題は油断できませんが、子どもも私も楽
しめる工夫を続けたいです！　　　　　　　  （松田）

ス

年のGWは家の前にテントをはって、2泊3
日のおうちキャンプを楽しみました！ハン
バーグ定食、焼き鳥など家族のために腕を

ふるって、映えるキャンプ飯を作りました！家でお風
呂に入って、寝る前までテレビを見て、むしろ快適な
キャンプでした！　　　　　　　　　　　　  （橋本）

今

リビングライフ課
松 田

シンプルで使いやすく、お求めやすい日立のIH。
左右IHは3.0の大火力！後ろはラジエントヒー
ター、炙りや保温に使えます。グリルは水なし両
面焼きで、裏返しの手間いらず♪焼き網がフラッ
トなのでお手入れもカンタンです。
煮込みメニューやグリルメニューを選んで仕上
がりを設定すれば、手間なく美味しく作れます。
ガスコンロからIHへとお考えの方にも。

IHクッキングヒーター

HT-K60S
㋱213,000円（税別）

43,000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　

•ビルトイン
•2口IH+ラジエントヒーター
•水なし両面焼きグリル

60㎝幅
シルバー

長くお使いのIH、そろそろ交換しませんか？

ケースタイルからのお知らせ

ご来場お待ち
しています

展示商品のご紹介NEW

見て・さわって・納得！！

スタンダードからデラックスまで
展示していますので、お気軽にご相談ください。

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！！

寒くない季節は、ユカカラ暖房のリフォームに最適！！寒くない季節は、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！

ワンパターンなメニューになりがちな豆腐。
あっさり味だからこそ、いろいろ活用できますよ。

お手軽な一品として助かる豆腐。でも、冷奴は薬味などもワンパターンになりがちで、みそ
汁の具におかずだとマーボー豆腐、肉豆腐…と、ちょっとワンパターンになりがちですね。
そこで、いろんなアレンジをご紹介します。

を楽しんでみませんか？を楽しんでみませんか？豆腐

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

冷奴より少しボリュームアップ！
サラダとして楽しむのはいかが？

海苔は豆腐と相性抜群！キムチや海苔、ごま油を
合わせて、中華風サラダに。明太子と海苔を合わ
せ、しょうゆをかけても美味。
面倒なときは、海苔とゴマをちらし、めんつゆをか
けるのもおすすめです。ここに、ちりめんじゃこや
桜えびをプラスすると、立派なサラダになります。

めんつゆなら、かにかまぼこやちくわと合わせて
も美味しいです♪
アボカドやトマトと合わせて、しょうゆでいただく。

トマトと合わせるなら、オリーブオイル、黒コショウ、
市販のハーブソルトでカプレーゼ風もおすすめ！
バジルの葉を使えば、見た目もよりおしゃれに。
お酒のおつまみにもぴったりです。

サラダやおつまみで
楽しみましょう♪

T
O
F
U

立派なおかずとして活かすのも良いですよね！
そのなかでも、豆腐のボリュームを活かす、
豆腐ステーキのアレンジをご紹介します。

豆腐ステーキのつくり方
豆腐（もめん、絹、どちらでもＯＫ）をよく水切り
して適当な大きさに切り、片栗粉をまぶして焼く。

ここにいろいろ合わせていきます。水溶き片栗粉で
仕上げるあんかけは、バリエーションもいろいろ！
きのこを炒め、和風だしと合わせたあん。
中華だしにかにかまぼこ、溶き卵を入れたあん。
にんじんや玉ねぎの細切り、もやしなどを使った
あん。野菜は、冷蔵庫の余りものでＯＫです。

豆腐ステーキを耐熱皿に並べて市販のトマトソース
をかけ、とろけるチーズをのせてトースターで焼く。

水切りした豆腐に片栗粉をまぶし、豚バラ肉を巻い
て焼くと、ボリュームのある一品に。

あんかけ以外にも…

豆腐ステーキの焼く前のものを活かすのもおすすめ。

あんかけで
立派な一品として楽しむ
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マグロやサーモンを
合わせると豪華に。
お好みのドレッシング
などで♪

野菜のあんかけは、
和風、中華どちらの
だしベースでも合い
ますよ！
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こちらのハガキからご応募ください

クイズ
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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

野洲市M様邸 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！

奥様サポーター  小 島

材料を入れて炊飯器で炊くだけ！
カンタンにおいしい炊き込みご飯です♪

作り方

❶

❷

❸

❹

❺

お米
ゆでダコ
ショウガ
だしパック

2合
約100ｇ
15ｇ
1袋

しょうゆ
みりん
酒
水

※白ゴマ・ネギ・青シソはお好みで

大さじ1
大さじ1
大さじ2
2合の目盛まで

今回は茅乃舎のだしパック
を破って全部入れました。
ほかのおだしを使ってもおい
しくできます。
しょうゆ・みりん・酒を入れて
から、最後に水をいれて水分
量を調整して
ください。

材　料（2合分）

❷

❸

❺

「タコとショウガの炊き込みご飯」

お米を研いで☆の調味料を入れてから、
水を2合分になるように入れる。

だしパックの場合は破いて1袋分すべて
入れる。（だしの素でもOK）

軽く混ぜ合わせる。1口大に切ったタコ
と千切りにしたショウガを入れる。

炊飯器のスイッチを入れる。

炊き上がったら、お好みで白ゴマ・ネギ・
青シソをかける。

☆

一般には梅雨明けの目安とされ、
関西地方では「稲の苗がタコの
脚のように大地に根が付き、豊
作になるように」と願ってタコを
食べるようになりました。

もうすぐ半夏生

エコがえる　 の
暮らしワクワク日記
エコがえる　 の
暮らしワクワク日記

season 2

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
一戸建て
LDK・洗面所・
お風呂
2ヶ月半
693万円

同居リフォーム
～寒さが和らぎ約3.5帖広くなったLDKとお風呂～

新しいLDKは、従来の床材よりもトーンアップしているの
で、全体的に明るい雰囲気になりました。内装工事に当
たっては、これまではなかった断熱材を壁・床全体に入れ
たので、冬場の厳しい寒さも和らぎます。
また、今回のリフォームでは「縁側を取り込んで広く使え
るようにしたい」とご要望があったため、縁側を取りこん
で17.5帖のLDKとなり、従来よりも３.５帖広がりました。
ご家族が増えても窮屈でなく、ゆったりとくつろいでいた
だけます。
全面タイルで寒く、体に負担がかかると心配だったお風呂
は、システムバスに交換したことでタイルの冷たさは改善
されました。M様のお身体への負担を気遣われていた息
子さんにも安心していただけました。

LDK

Before

お風呂

Before

息子さん夫婦との同居に備えて、寒くて時代を感じるキッチンやリビング、お風呂を
「温かくキレイな空間に変えたい」と思われたのが、リフォームのきっかけです。

キッチンは北側にあり、壁
材や床材などの色味が濃い
ために「暗い」印象を受け
ます。また、「寒い」という
お悩みもありました。
かなり昔に建てられたお家
なので、現代住宅にあるよ
うな断熱材が壁にも床にも
入っていないため、寒さを
厳しいものにしていると考
えられました。

築40年のお家では珍しくな
い全面タイル張りのお風呂。

プランナー  矢 尾

After

After

K

実際の同居はもう少し先ですが、新しいキッチン・
新しいお風呂の使い方には早速慣れられ、
快適に過ごしていただいています。

LIXIL アライズ S1818LIXIL アライズ S1818

LIXIL シエラLIXIL シエラ

LIXIL 収納 ヴィータスLIXIL 収納 ヴィータス

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7月10日 必着まで応募締め切り

★4月号の答えは、  ④お風呂と洗面所 でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 國枝さま／大津市 白須さま／守山市 竹川さま
　　　　　　　　　栗東市 濱田さま／栗東市 矢島さま

ヒント 表紙の記事と、暮らしのお役立ち情報を見てね

①豆腐　②イカ　③タコ　④お米

こたえは

番
今月号の掲載の中に

登場しない食材はどれでしょう？
次の①～④から選んでね。

□ 生活動線上にたっぷりの収納がある
□ 収納量に満足している
□ 収納はあるが使いづらい
□ 収納できる場所がなくて困っている
□ 家中をすっきり便利にしたい

住まいの収納について、
以下の当てはまる項目にチェックしてください。（複数回答可）

Q.
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


