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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

9月号
2020

スタッフの
つぶやき

みに行くゴルフコースが唯一の楽しみでしたが、春先からはレ
ジャーで楽しむこともできなくてウズウズする日々。今は、打
ちっぱなしに行く代わりに自宅の庭でアプローチ練習、道具と
気持ちの準備は万端です！　　　　　　　　         　 （安藤） 

休

ロナ禍で自宅にいる時間が増えたので、資格
習得のための勉強を始めました。この秋にオ
ンライン式で試験があります。日々変化する

エネルギーに関する知識を深めようと思っています！学生の頃から勉強
は嫌いではないので、あまり出歩けない今のうちにしっかり勉強します。
ということで、ピザ釜作成は少し先になりそうです。　　　　　 （服部）

コ

の畑に植えた小玉スイカ“ピノガール”。いく
つかは収穫寸前に小動物やカラスに食べら
れてしまいましたが、辛うじてひとつ収穫でき

ました！とても甘くて家族からも大好評。他にバジルも
たくさん採れて、自家製バジルペースト（ジェノベーゼ
ソース）を作り、パスタと絡めておいしく食べました。
自宅で過ごす時間が増えましたね…皆さんの楽しく
過ごすコツや工夫を聞かせてください！　　　  （橋本）

庭

リビングライフ課
服 部

タッチレス水栓「ナビッシュ」乾電池式は
電気工事いらず＆乾電池交換もカンタン！
手や物をかざすと自動で水が出てとても
便利。スポット微細シャワーに切り替え
れば水はねを大幅に軽減。密度の高い
シャワーが効率よく汚れを洗い流します。
さらにタッチレス操作と合わせて24％以
上の省エネ効果！水道代やガス代の節約
にもつながります。
蛇口は大きく曲がったグースネックスタイ
ルで、シンクが広々使えて大きなお鍋も洗
いやすい♪
浄水器付きタイプなら、浄水・原水の切り
替えもタッチレスでラクラク！

•乾電池タイプ
•ビルトイン型
•ホース引出機能
•先端タッチレススイッチ

㋱88,000円（税別）

44,800円税別商品価格

㋱138,000円（税別）

70,380円税別商品価格
標準取付工事費　11,000円（税別）

SF-NB464SX（JW）【浄水器つき】
直接ハンドルに触れないからキレイ。
清潔で快適な水栓に交換しませんか？

ナビッシュ

キッチン用
タッチレス水栓

ケースタイル
クサネン ショールーム

展示商品のご紹介NEW

見て・さわって・納得！！

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

※使用状況・環境により多少前後します

アルカリ乾電池 単1型2本で
電池寿命は約1年※です。

展示あり
SF-NB454SX【浄水器なし】

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！

温水床暖房ユカカラ暖房
遠赤外線ブラックパネルの
換気をしても寒くなりにくい！

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。

冬がやってくるまでに暖房リフォームしませんか？

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる 野菜やパスタなどを冷凍保存することで、とっても重宝しますよ。

ほうれん草や小松菜などは、冷蔵保存だと、だんだん葉か
ら水分が抜けてシナシナに。そこで、冷凍保存が有効です。
ゆでて水気をきってから冷凍というのが一般的でしたが、
今は、ゆでずに冷凍保存するのが、手間いらずでラクチン
です。
それぞれ、洗って食べやすい大きさに切り、しっかりと水気
をふき取ってから、冷凍用の保存袋に入れて冷凍します。
解凍は、お湯をかけるか、電子レンジで加熱を。だしで解
凍すると、おひたしになります。炒めもののときは、そのま
ま入れます。
ほかに、長ネギ
や万能ネギ、玉
ネギも生のまま
の冷凍保存が
可能！

ちなみに、キャベツやレタスは、水分を多く含み、ゴボウな
どは繊維が多いので、冷凍には不向きと言われています。
トマトは、生食用でなく、加熱用として使うならＯＫ。凍っ
たトマトを水でぬらすと、皮がおもしろいようにむけ、湯む
きいらずで、料理に使えますよ！
キノコは、冷凍することで細胞がこわれて酵素が働き、う
まみ成分や栄養価もアップするそうです。
キノコは、汚れなどが気になれば、キッチンペーパーなどで
表面を優しく拭いて石づきを落とし、房をほぐして冷凍用
の保存袋に入れます。シイタケは丸いまま入れ、ナメコは
袋ごと冷凍しましょう。
食感は、シイタケやナメコはあまり変わりませんが、エノキ
ダケやブナシメジ、エリンギは多少変わるので、お好みで試
してください。

を活用しましょうを活用しましょう！！

野菜はそのまま冷凍で。鮮度を保ち、手軽に調理

KKKKKKKKKKKKKKKK

パスタのゆで時間は、説明書きよりも少し短くし、アルデン
テ程度でざるに上げます。流水で手早く麺のヌメリを取っ
たら、ボールに移してオリーブオイルを絡めます。お好み量
をひとまとめにして、冷凍用の保存袋に入れて冷凍します。
パスタの解凍は、自然解凍でも電子レンジでもＯＫ。半解
凍程度でもフライパンなどで調理できます。
生卵も冷凍できるってご存じでしたか？殻のままの生卵を、
冷凍用の保存袋などに入れて、ひと晩冷凍すればできあがり！

殻は水にさらすと、比較的簡単にむけます。黄身がねっとり
して、卵かけごはんにおすすめですし、黄身をめんつゆに
入れて冷蔵庫で半日程度漬ければ、
おつまみにもなりますよ。
ちなみに、生卵の冷凍はひと晩程度、
凍らせたら、早めに食べましょう。
ゆで卵は、白身がスカスカになるの
で、冷凍には向きません。 冷凍卵は、納豆などと合

わせてもおいしいですよ♪

パスタや卵も冷凍！

平たくして冷凍す
ると、冷凍効率が
上がり、省スペース
で保存できます。

本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
使用しています。

本紙は自然にやさしい
大豆油インキを
使用しています。

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
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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
1級建築士事務所

クサネン
施工事例

クサネンのリフォームで快適プラス！

和えるだけ・カンタン！！
ちょっと甘くてやさしい味です。

サツマイモと
　　 りんごのサラダ

作り方

❶

❷

❸

サツマイモ
りんご

1本
1/2個

しょうゆ
粒マスタード
マヨネーズ

小さじ2
小さじ2
小さじ1

材　料

❶

❷

❸

奥様サポーター  小 島

〈調味料〉

お好みで角切りに
カットしたクリームチーズを
入れてもおいしいです☆

サツマイモは皮をむき、1.5cmの
厚さの輪切りにし、塩少々を入れた
熱湯で柔らかくゆでて水気をきる。
（太めのおイモならイチョウ切りに）

りんごは皮つきのまま1㎝弱の厚み
のイチョウ切りにし、塩水にさらす。

調味料を合わせ、①サツマイモと
②りんごを和える。

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

リビング・ダイニング
Before

視界を遮るカップボードを移動したことで、キッチンか
らダイニングの見晴らしが大幅に改善され、開放的な
LDKに生まれ変わりました。かつて空間を区切る位置
に配置していたカップボードは、壁際に移動しました。
和室のスペースを少し縮小してできたスペースも使って、
カップボードを埋め込むようにすっきりと納めています。

カップボードで視界
が仕切られている。

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! 40年間R様のご家族を守り続けてき
た家への思い入れを大切にしつつ、
これからも住みやすいよう便利で快
適にリフォームすることができました。

クリナップ セントロ L型クリナップ セントロ L型

LIXIL エルシー
750ｍｍ
　　＋ 
収納キャビネット
300ｍｍ

LIXIL エルシー
750ｍｍ
　　＋ 
収納キャビネット
300ｍｍ

約40年
一戸建て
70歳代　
LDK・風呂・洗面
所・トイレ・外壁塗
装・屋根塗装
2.5ヶ月
1,150万円
（外壁・屋根改修含む）

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

大津市 R様邸

思い出を大切に、
築40年の住宅を大幅リフォーム

横に描かれた木の壁紙は、新築当時R様がこだわり抜
いて貼られたものでした。「マイホームを建てたときか
らの思い出や感動が詰まっているから、一部でもうまく
残したい」とのご要望があり、それを叶えることができ
ました。これからもR様の新たな暮らしを見守っていく
ことでしょう。

キッチン
Before

最新のシステムキッチンには様々な機能・デザイン
的な魅力がありますが、R様が特に気に入られたの
はステンレスの素材感。美しく丈夫なステンレスキッ
チンで、毎日のお料理が楽しくなりそうです。

レトロな雰囲気の
キッチン

洗面所
Before

お風呂
Before

浴槽はゆったり入れる縦長サイ
ズになり、これまでよりもリラッ
クスした入浴タイムが過ごせます。

浴槽が小さい。
タイルはカビが生え
やすく掃除が大変。

リフォーム担当  春 野

After

めくれが目立っていた壁紙を貼り替え、
収納付きの手洗い器も新しく設置して
います。厚めのタイルが水はね防止と、
壁との隙間をうまくカバーしてオシャ
レな手洗いになりました。

トイレ

Before

After

After

LIXIL アライズ 1坪LIXIL アライズ 1坪

After After

After

After

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10月10日 必着まで応募締め切り

★7月号の答えは、  ①TOTOウォシュレット一体型トイレZJ1 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／大津市 北村さま／大津市 富田さま／
　　　　　　　　　 草津市 保坂さま／草津市 村上さま

こたえは

レス水栓

ヒント 今月号の コーナーを見てね。ケースタイル

　　　　レス水栓「ナビッシュ」は、
直接ハンドルに触れなくても、手や物をかざすと

自動で水が出てくるので便利です。

下の　に入る言葉を答えてね!

□ 掃除がしやすい　□ 節水エコタイプ　□ 浄水機能付き
□ タッチレス水栓　 □ ホース引き出し機能あり
□ シャワー切り替え可能　□ その他（　　　　　　　　　）

キッチン水栓を取り替える場合、希望することは？（複数回答可）

□ 水漏れする　　　□ デザインが気に入らない
□ 汚れがおちない　□ 浄水機能がない　
□ シャワー切り替えがない　□ その他（　　　　　　　　）

Q2.

ご自宅のキッチン水栓で不満な点はありますか？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


