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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

スタッフの
つぶやき

うち時間が増えたので、過ごし方を思案してダイニングの模様
替えをしました。この際！と、思い切って長年使った家具を一新。
費用を抑えようとネットで気に入った家具を選び、届いたら自分で

組み立てました。新しいサイドボードやテーブルセットで明るく広くなり、帰
省した息子達の反応も上々♪でも、しばらくは筋肉痛で大変でした。 （竹内）

お

といえば大好きなサンマ、去年に続いて不漁
で残念です。ジューっと音のする焼きたてに、
醤油とカボスをかけて食べるのがたまりませ

ん！想像するだけで、喉とおなかが鳴ってきました（笑）
コロナ同様に早く元に戻ってくれるよう切に願うばか
りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　（植田）

秋

近、松田家で流行っているのは「飯盒」。キャン
プにいき飯盒で炊いたごはんが感動的なおい
しさだったので、家でも電気炊飯器を使わず飯

盒で炊くようになりました。僕のおススメは、炊きたてに
シラス＋卵の黄身のせ。最高においしい！ですが、白飯の
食べ過ぎで体重が増えてきているような気が… （松田）

最

リビングライフ課
松 田

グリルで作る「焼き魚」は格別においしいですが、あと片付けは大変だし
部屋中に調理臭が充満して困る…なんてことありませんか？
リッセはそんなお悩み解消の、使いやすいコンロです。
付属のココットプレートを使えば直火でこんがりおいしく仕上がり、グリ
ル庫内への油の飛びちりはほとんどなし！ 焼き網に比べてお手入れは
格段にラクになります。
排気口は消臭・消煙機能付きで、ニオイ99％以上・煙は81％カットする
ので、リビング続きのキッチンや気密性の高いマンションでも臭いを気
にせずお魚が焼けますね。オートグリルはメニューを選んで点火したら、
あとは焼けるのを待つだけ♪焼き時間と火力を自動コントロールして、
ほどよく焼けたら自動消火してくれる便利なコンロです♪
落ち着いていて上品な天板カラーが女性に大人気です。

㋱220,000円（税別） 96,000円税別クサネン商品価格
標準取付工事費　20,000円（税別）

ビルトインガスコンロ

ケースタイル
クサネン ショールーム

今月のおすすめ商品
見て・さわって・納得！！

ショールームアドバイザー 竹 内　

RHS71W23L9R-STWリッセ

ガラストップ天板は
グラデーションブラウンを展示中。

他の天板カラーサンプルもありますので、
お気軽にご来場ください。

専用バーナー

ニオイ
99％
以上カット

煙
81％
カット

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？

衣替えは手間も時間もかかって面倒。
でもちょっとしたコツをつかめば意外と楽チン！

夏服は汗や皮脂をたっぷり吸着しているため、見た目以上に汚れが付着しています。
黄ばみや虫食いの要因となるので洗濯を念入りに。
また衣類に残った水分や湿気も大敵なので乾燥を徹底しましょう。

手間ひまかけずスムーズな衣替え

衣替えは断捨離のチャンス！衣類のチェックを行い、劣化などして
いるものは処分しましょう。
夏に大活躍した衣類は、普通に洗濯した後、さらに40℃くらいの
ぬるま湯に酸素系漂白剤を混ぜ、20分以上つけおきを。これで雑
菌臭を撃退！生地により不可の場合もあるので確認を。
デリケートな衣類は洗濯ネットを使用。毛羽立ちが気になるニット
などは、裏返して洗濯を。
洗濯のすすぎを入念に。残り湯はNG。
クリーニング店に持ち込む場合は、汚れや染みの原因など洋服の
状態を正しく伝えましょう。
洗濯・クリーニング後に陰干しして、充分に乾かす。衣替えを行う
日は雨の日を避けるのが賢明です。

POINT

しまう前の衣類ケ
ア

POINT

収納のコツ

まず通年着る服はもっとも出し入れしやすい場所に収納
するなど、季節ごとに衣類を分けておきましょう。
防虫剤がすみずみまで行き渡るように、収納スペースに
余裕を持たせて衣類をしまいましょう。
ニット類など型崩れしやすい衣類はハンガーかけは厳禁。

収納サイズに合わせ、Tシャツなどは丸めて立てるなどた
たみ方を工夫しましょう。
ジャケットなどをたたむ場合は、折り目にタオルをはさめ
ば、たたみジワが軽減します。
防虫剤と除湿剤を併用しましょう。

洗濯で落ちなかったシミは
万能液体で部分洗い。

容器に材料をすべて入れて軽く混ぜ合わせる。
歯ブラシにこの液体をつけて、汚れ部分をトン
トンとたたいてから、洗濯機で水洗いする。襟
や袖の黄ばみをはじめ、ソースの付着など多彩
な汚れに有効。

重曹
衣類用液体酸素系漂白剤
食器用中性洗剤

小さじ1
小さじ3
3滴

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

KKKKKKKKKKKKK

季節ごとに衣類を分けて、収納場所を割り当てておくと衣替えがスムーズ。クローゼットや収納
ケースなどに詰め込みすぎるとシワや虫食いの発生を招くので、ゆとりある収納を心がけて。

KKK

夏服の大敵、汗や皮脂をしっかり洗浄

詰め込みは厳禁、収納スペースを確保

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
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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10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 の今月の
1級建築士事務所

クサネン
施工事例

旬のナスとリーズナブルな鶏むね肉を
ポン酢に浸して、ご飯がすすむメニューです。

トロトロナスと
鶏むね肉のごまポン酢

鶏むね肉
ナス
片栗粉
ごま油
白いりごま
青ねぎ

1枚（約250g）
2～3個
大さじ4
大さじ5
大さじ1
少々

※酒・しょうゆ
　ポン酢しょうゆ
　みりん・酒・砂糖
　白すりごま

各小さじ1
大さじ3
各大さじ1
大さじ1

材　料 〈調味料〉

作り方

❶

❷
❸

❹

❺

❻

鶏むね肉は皮目にフォークなどで数か所穴を差し、脂肪や筋など
を切り、ひと口大のそぎ切りにして、※酒・しょうゆで下味をつける。
ナスは縞目に皮をむき、1.5ｃｍの輪切りにする。
鶏肉の水気をふいて、片栗粉とポリ袋に入れて振り、片栗粉を均
一にまぶす。
フライパンにごま油を熱し、なすを両面焼いて、蓋をして柔らかく
なったら一旦取り出しておく。
同じフライパンに油が足りなければ足して、鶏肉を皮面から入れ
て両面焼き、バットかボウルに☆調味料を用意して、鶏肉、ナスを
入れ、味を絡める。
器に盛り、白いりごま、青ネギを添える。

☆

❸❶

❺❹

❷

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!

S様は、「暗さや圧迫感を
感じない明るいキッチン
になり、嬉しいです！」と
イメージ通りに仕上がっ
た、真っ白で清潔感のあ
るキッチンをとても気に
入ってくださいました。

約25年
一戸建て
50歳代　
キッチン・内装

7日間
200万円

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 S様邸

真っ白で明るく清潔感のあるキッチンへ

キッチン

寒さ対策のために作られた
S様お手製の内窓。

リフォーム担当  春 野

Before
After

Before
After

照明の光が隅々まで
行き届かず、暗かった
キッチン。25年ご使用。

Before

S様の選ばれたシステムキッチンは、TOTOザ・クラッソ。
限られたスペースで無駄なく有効に収納できる大きな
キャビネットがあり、外観はシンプルなのが特徴です。

白いキッチンに合わせて、内窓にも
白色を用いられ、清潔感あふれる
スペースに。

パパッと手軽に仕上げの
ひとふき。「きれい除菌水」
で清潔に。

After

最大の決め手は、ぬめりや黄ばみを抑制する「きれい除菌
水」（蛇口の左側）があることです。S様はキッチンのこれ
からのお手入れのことを考えてザ・クラッソを選ばれました。

レースのカーテンでリビングとキッチンを分けていまし
たが、キッチン側から見ると圧迫感があり、どこか暗い
雰囲気の空間になっていました。また、カーテンの裾が
床に擦れてだらしなく見えるので、リフォームでスッキリ
見せたいとご要望でした。

カーテンをつるしていた仕切りは、大きなすりガラス
のドアになり、照明も行き届いたことで、リビング
キッチン共に明るくスッキリした印象になりました。

BeforeBefore

内窓（二重窓）

「暗いキッチンをイメージチェンジして、明るくてお手入れのしやすいキッチンにしたいです」とのご要望がありました。

After

TOTO ザ・クラッソTOTO ザ・クラッソ

OPEN

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11月10日 必着まで応募締め切り

★8月号の答えは  ④フラッシュオレンジ  でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 村田さま／草津市 森下さま／野洲市 長谷さま／
　　　　　　　　　 栗東市 先川さま／栗東市 久門さま

ヒント 今月号の コーナーを見てね。ケースタイル

①パロマ　②パナソニック　③ノーリツ
④日立　　⑤リンナイ　     ⑤三菱

こたえは

番
今月号のケースタイルおすすめ商品で
紹介しているビルトインガスコンロの

メーカーはどこでしょう？
次の①～⑤から選んでね。

□ 暖房費　□ 断熱性　□ 結露　□ ほこり　□ 乾燥
□ 換気　　□ その他（　　　　　　　　　）

お部屋の暖房で気になることは何ですか？

□ 温水床暖房、電気床暖房　　□ エアコン
□ ガスファンヒーター　　　 　□ 石油ファンヒーター
□ セラミックヒーター　　　 　□ オイルヒーター
□ こたつ　□ 電気カーペット　□ その他（　　　　　　　）

Q2.

今年の冬はどのような暖房設備・器具を使う予定ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （複数回答可）

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


