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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

1級建築士事務所

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

ケースタイル
クサネン ショールーム

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。

スタッフの
つぶやき

テイホームが続く中、気分転換に伸ばしていた髪をバッサリと
ショートボブにカットしました。子どもたちからは「ちびまる子
みたい～」と好評？？でした！これから夏本番。暑さに負けず、

まるちゃんのように元気いっぱいに過ごしたいと思います！　   （江崎）

ス

日は子どもと遊んで過ごすことがほとんど。
室内では同僚にもらった木製すべり台が遊び
のブーム。5歳の娘はうまく使えますが、2歳

の息子は喜んで上から思いっきり滑ってくるので、落
ちないかずっと見ていないといけません。片側を壁に近づけて、落ちな
いようにしました。これでも十分楽しそうですが、時期がきたらもっと
たくさんの思い出ができるように出かけたいと思います。        （西田）

休

宅のリビングに飾っている観葉植物パキラ、
最近元気がなくて葉っぱが全部落ちて枯れ
てしまったので、新たな植物を探しに草津園

芸へ行ってきました。色んな種類があって、どれが部屋
に合うのか、育てやすいかと思うと答えが出ず、まだ選
びきれません。植物は好きですが知識ないので、オス
スメの観葉植物があったら教えてください！！  　（松田）

自

リビングライフ課
西 田

ピアットが新しくなりました。バーナーキャップがカ
バーレス＆セラミックコートになり、いっそうお手入
れがラクになりました♪天板には、ガラストップ製の
新色ロゼと、アルミ製のラックリーナ（ブラックフェ
イス）が新登場。キッチンにピッタリの色が選べます。
驚くほど簡単！失敗なしのキチンとごはんをマルチグ
リルがお手伝い。ケースタイルでは、フラッシュオレン
ジガラストップを展示しています。

㋱248,000円（税別）

105,000円税別商品価格
標準取替工事費　20,000円（税別）

・ダブル高火力 ・マルチグリル 
・水なし両面焼 ・レンジフード連動

展示商品のご紹介NEW

見て・さわって・納得！！

ビルトインガスコンロ

お手入れが簡単

洗い物が減らせます

キャセロールがお役立ち

任せきりできちんと完成

焼網がない

専用容器で多彩に調理
、

マルチグリルのいいところユーザーの皆さまに聞きました！

1位 2位 3位

フラッシュオレンジ

新商品

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

8/17（月）より
通常営業8/11  ～16火 日夏季休館のお知らせ

温風がないのでホコリが立たず、心地よい暖房。
換気をしても寒くなりにくい！
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。冬の換気対策にも！！

安全性・快適性耐久性

ガスでも電気でもOK 自由設計

ショールームで
体験できます！！

施工事例も
いっぱい！

SUMMER

温水床暖房ユカカラ暖房
遠赤外線ブラックパネルの

1畳 4.9万円～税別

温水パネル+フローリング（※施工費込み）

上貼工法
なら

いまお住まいの床に貼るだけ！
フローリングも新しくなりおすすめです！

火を使わないから子育て中も、
ペットが居るときも、
高齢になってからも安心。

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

ファッション雑誌などで見られる言葉
でピンと来ないこと、ありませんか？
たとえば、「レイヤード」。これは重ね
着の意味。ワンピースの下にワイドパン
ツを合わせたり、トレーナーの下にブ
ラウスやハイネックの薄い長そでTシャ
ツを合わせ、すそや襟周り、袖から少し
出すのが今年流です。
よく聞かれる「こなれ感」や「抜け感」。
漠然としていますよね。「こなれ感」は
ファッションを頑張ってます！という感
じを出さず、ラフに着こなしている様子
のこと。ゆるっとした服をあえて着たり、
後ろの裾をパンツやスカートから
ちょっと出すなど。「抜け感」はきちん
として見えても、手首や足首をちょっと
見せる。女性らしい
スカートを着てもあ
えてスニーカーを合
わせるなど、隙を見
せることだそうです。
言葉を知って自分な
りのファッションを
楽しみたいですね！

さまざまなファッションが楽しまれる
なか、少し前から注目されているのが、
スカーフ。90年代にスカーフを楽しむ
ファッションが流行りましたが、今ふた
たび、取り入れられています。柄も派手
めのものが多く見られ、懐かしく感じ
る人も多いのではないでしょうか？
使い方としては、バッグの取っ手に結
んだり、腕に巻いてアクセントにする
のはもちろん、ヘアバンドのように頭
に巻くのもおすすめ。結んだ髪のゴム
の上から巻いてみたり、お団子ヘアの
お団子部分に巻いてみてもかわいいで
すよ。また、首で結び、シンプルなT
シャツやワンピースなどと合わせるの
も今年流です。ほかに、スカートやパ
ンツにベルト代わりに巻くのもおすす
め！アクセサリー感覚で楽しんでみて
ください！

大手北欧系雑貨店から火がつき、さま
ざまにみられるスチール製の３段ワゴ
ンがいろいろ活用できます。
たとえば、食料品や日用品のストック。
基本、オープンなので物自体は隠れませ
んが、ワゴンのデザインがおしゃれなの
で、雑多に見えず、出し入れしやすいの
が魅力。底が網目になっているものも
あるので、野菜などのストックにも良い
ですよ。また、下の段にはリモコンや雑
誌などを入れ、一番上の段には何も置
かず、サイドテーブルとして使うことも
できます。ほかに、一番上にはランドセ
ルを置き、下に子どもの勉強道具をひ
とまとめ。キャスター付きなので、使う
時だけテーブルのそばに移動するなど、
リビング学習にも
便利です。サイズの
合うカゴで仕切っ
たり、マグネットの
フックを組み合わせ
るなど、アレンジが
しやすいのも良い
ですよ。

今話題の HOT なニュースをお届けします。

イママド トピックスキキ

今どき
ファッションの意味

スチール製の
ワゴンが収納に重宝

スカーフ使いが
再 燃 ！！
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発行：株式会社クサネン・K-style
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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
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「クサネン・ケースタイル掲示板」 2020年8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
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

今月の
1級建築士事務所

クサネン
施工事例

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

約40年
一戸建て
60歳代
キッチン・洗面所
トイレ
3週間
220万円

大津市H様邸

壁紙の色にこだわり、
海外雑誌のようなモダンなキッチンへ
お気に入りカラーをふんだんに取り込んだお家へと生まれ変わりました。

どちらの素材も、おしょうゆにつけておくだけ。とってもカンタンにできる一品です。

作り方

❶

❷

❸

長イモは皮をむき、直径が大き
いものは縦半分に切る。

ポリ袋に長イモ、しょうゆを入れ、
冷蔵庫で30分程度漬けこむ。

食べやすいサイズにカットして
器に盛り付け、好みで青じそ、
辛子を添える。

長イモ
しょうゆ
青じそ
練り辛子

約200g
大さじ2
適量
適量

材　料

まるごと山芋のしょうゆ漬け

❶ ❷

作り方

❶

❷

長イモと同じ要領で、ポリ袋に
クリームチーズ、しょうゆを入れ、
冷蔵庫で15分程度漬けこむ。

食べやすいサイズにカットして
お皿に盛り付け、好みでベビー
リーフ、ミックスナッツを添える。

クリームチーズ
しょうゆ
ベビーリーフ
ミックスナッツ

材　料

クリームチーズのしょうゆ漬け

70ｇ
大さじ1
適量
適量

おつまみに

箸休めに

❶ ❷

キッチン
Before

AfterAfter

今回こだわって色を決められたモスグ
リーンの壁紙が差し色になり、新しい
キッチンの雰囲気に合わせて内装も
ホワイトに統一。モダンなキッチンへ
変身しました。

鏡と照明は奥様がお気に入りのものを決められ、
照明×鏡×グリーンの壁紙が洗練された空間を
作り上げています。

タカラ エーデルタカラ エーデル

キレイにお使いで
すが、換気扇が故障
していて使いにくい
キッチン。
築年数相応に古び
てきました。

Before

After After

グリーンとホワイトのコントラストが印象的です。床には黒色を使用する
ことで安定感が増し、より現代的なデザインになりました。さらにタンク
レストイレを採用、トイレ空間をよりすっきりと見せています。

Before

Before

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!

プランナー  髙 間

たくさんのお気に入りの色に囲まれ、気分の

上がるお家になりました。H様ご夫婦は、「お気

に入り壁紙に替えたことで、見るたびに明るい気

持ちになります！」ととても喜んでくださいました。

LIXIL エスタLIXIL エスタ LIXIL サティスSLIXIL サティスS

白基調でシンプル
なトイレ。

洗面所 トイレ

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9月10日 必着まで応募締め切り

★6月号の答えは、  ②イカ でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 中村さま／草津市 黒田さま／草津市 竹田さま
　　　　　　　      栗東市 田中さま／栗東市 中山さま

①ブラック　 ②ホワイト　 ③ピンク
④フラッシュオレンジ　　   ⑤グレー

こたえは

番
クサネンショールーム「ケースタイル」に

今月から展示している
　　　ガスコンロ「ノーリツ ピアット」の
ガラス天板は、何色でしょうか？
次の①～⑤から選んでね。

ヒント 今月号の コーナーを見てね。ケースタイル

新商品

（　　　　　　　　　   　　　　　　）

□ よく使う　　　□ ときどき使う　　 □ あまり使わない
□ まったく使わない

調理の際にコンロのグリルを使用しますか？Q2.

現在お使いのガスコンロ、またはIHクッキングヒーターの
天板カラーは何色ですか？

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


