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ご 住 所

年 齢
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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

年使ってきた冷蔵庫、とうとう冷え具合が不安定になり買い換えま
した。大きな声では言えませんが購入日？の食材は整理して、一旦
はクリアな状態になったのですが、サイズアップしたので中身もた

くさん入りそう…とついつい何でも入れてしまいます。最新の便利な機能が
たくさんついているステキな冷蔵庫ですが、使いこなせるか心配です。（小島）

15

近わが家にも「鬼滅の刃」ブームが来ています。
くら寿司へ行くと、ビッくらポン！で小さなおも
ちゃが出てくるのが、娘の楽しみ。５皿で１回の

チャンス！１回で家族4人が食べる量からすると、おもちゃは
1つ～運が良ければ2つ。お気に入りのキャラクターがでる
と園リュックにぶら下げて大事にしています。おもちゃはそ
こそこに、たくさんお寿司を食べてほしいです。 　  （西田）

最

っぱら食べるが専門のスイーツ男子の私ですが、
先日家庭菜園で収穫したさつまいもで「芋けん
ぴ」と「スイートポテト」を作りました。どちらも家

族から好評で、特に「芋けんぴ」は、いい感じにカリッと仕
上がりました。一口食べると手が止まらなくなるので、危
険です！！ 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （橋本）

も

リビングライフ課
橋 本

清掃性を高めているオイルスマッシャーですが、ディスクの回転
音が気になる…というお声がありました。
新商品は運転音が低減され、より静かになりました。コンロ点火
動作にだけ対応していた連動機能は、新たに「風量おまかせ運
転」が付き、自動で風量コントロールもできるようになりました。
年末はレンジフード
取替えのお問合わ
せが増えますので
お早目の準備をお
すすめします。

㋱213,000円（税別）

127,800円税別クサネン
商品価格

標準取替工事費30,000円（税別）

ショールームアドバイザー 竹 内　

OGR-REC-AP752R/L SV
OGRシリーズ

スキマや凹凸の少ない
すっきりしたデザインも、
ぜひご覧ください。

75㎝幅

〈レンジフード〉

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！！

レンジフード内部のファンのお手入れが10年間不要
「ＯＧＲシリーズ」が新しくなりました！

ノンフィルター
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。

入浴剤やアロマでリラックス効果を高める入浴剤やアロマでリラックス効果を高める

季節の変わり目や気候が不安定な時期こそ
湯船でのんびり、疲れを癒しませんか？

この時期の最適なお湯の温度は、38～40度。発汗効果も
高く、夏の紫外線でダメージを受けたお肌に必要な新陳代
謝の促進にも良いそうです。入浴時間は、10～15分程度
がおすすめ。入浴には意外と体力がいるもの。たっぷりリ
ラックスしたいからといって、長く浸かると、心臓に負担が
かかったり、かえってドッと疲れたりするので、要注意です。

湯船の中では、足を伸ばしたり、手のひらを組んで前から
上にグーっと伸ばしてふっと脱力すると、疲れがほぐれて
リラックスモードに。また、手足の指を閉じたり開いたりす

るのも良いですし、肩を上げたり下ろしたりすると、肩こり
にも効果的。さらに体がやわらいでいきます。両手のひら
で足首を包むようにして、ふくらはぎ、ひざ裏にかけて引き
上げるようにさすると、むくみに良いです。また、片方の手
首を反対の手のひらで包むように持ち、わきにむかって絞
るようにさするのもおす
すめ。最後にわきを指で
優しく押せば、リンパの
滞りの解消に効果的です。

湯船に入れるとシュワシュワ発泡する炭酸ガス入りの入浴
剤は、血流促進に効果的と言われているので、疲労感や肩
こりに良いようです。ちょっと雰囲気に凝ってみて、温泉の
成分を配合した入浴剤をいろいろ揃えてみて、「今日はコ
レを使ってみようかな～♪」なんて、旅気分を味わってみる

のも、良いですよね！

アロマの香りをプラスするのもおすすめで
す。ラベンダーは、リラックス効果が高いと
言われていますし、ベルガモットは、心を穏
やかにする効果があるようです。カモミー
ルは、リラックス効果に加え、心地よい眠り
へと誘ってくれるそうです。ゆっくりと深呼
吸して、香りを存分に楽しみましょう。

使い方は、ガラスの器などに、お湯を入れ、２～３滴たらす
と、香りが立って良いですよ。ちなみに、直接湯船に入れた
い場合は、キャリアオイルと言われるホホバオイルなどを
混ぜて入れると、濃度が薄まり、アロマオイルの刺激が和
らぎます。お好みのアロマオイル３～５滴に対し、キャリア
オイル５～10ミリリットルが目安。入浴後は、浴槽をよく洗
い流しましょう。

入浴後は、スマホな
ど、目や肩が疲れる
ことはほどほどにし
て、好きな音楽を聴
くなど、ゆったり過
ごしましょうね。

幸福感を高めてく
れるローズの香り
もおすすめ♪

長風呂はお肌
の油分が出す
ぎてしまい、乾
燥にもつながる
のでご注意を。

湯船に浸かって
息を吸い「ふぅ
～」と深く吐くの
もリラックス度を
高めてくれます。

K湯船で体をほぐして心もほぐれる～♪湯船で体をほぐして心もほぐれる～♪

お風呂にゆっくり浸かってリラックス
クサネン

イメージキャラクター
エコかえる

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11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

1級建築士事務所

クサネン
施工事例

K

あまった白菜でつくれちゃう♪
切って合わせるだけの季節のカンタンサラダ。
キャベツより優しい味わいです。

白菜のコールスローサラダ

白菜

ハム
とうもろこし

1/4株
（6枚程度）
4枚
適量

マヨネーズ
オリーブオイル
酢
砂糖
塩
あらびき黒コショウ

大さじ2
大さじ1
大さじ2
大さじ2
小さじ1
少々

材　料 〈調味料〉

作り方

❶

❷

❸

❹

❺

白菜を千切りにする。

塩（分量外）をふってしばらく置き、水が
出たら軽く絞る。

ハムも千切りに、コーンはほぐしておく。

調味料を合わせてドレッシングを作る。

すべての材料をボウルで混ぜて、でき
あがり。あらびき黒コショウはお好みで
振りかけます。

❶

❹

奥様サポーター  小 島

シャキっとしたサラダに
したいときは、作り方　で
塩をふるのを除くか、

塩をふって置く時間を短く
してみてください。

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!

約20年
一戸建て
40歳代　
風呂・洗面所・玄関

10日間
162万円

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

栗東市 K様邸

黒色系でホテルのように
高級感のある浴室と洗面所へ

お風呂

築20年、水まわり設備の古さが
気になっていました。浴室乾燥機
が故障し、浴室テレビの映りも悪
くなってしまい、お困りでした。

Before

ご主人からは「黒系で格好良く
してほしい」とご要望をいただ
きました。壁は全面ダークブラ
ウン、カウンターなどはブラック
で落ち着いた色合いにまとめた
なかに、浴槽はホワイトで引き締
まった仕上がりになっています。
テレビも湯船にゆったりと浸か
りながらリラックスして観てい
ただけることでしょう。

天井と洗面台の横の壁面を黒系でまとめてい
ます。横手には光沢のあるサニタリーパネルを
使用。水がはねて汚れてしまっても、キッチン
パネルのように掃除がしやすいのが特徴です。

お知り合いから「ガスの
乾燥機がいいよ！」とす
すめられたということで、
今回新設しました。

リフォーム前は玄関周
辺に窓がなく風が入ら
なかったため、「小窓
を付けて欲しい」とご
要望があり、縦型の開
き窓を取り付けました。
小窓からは風が入るよ
うになり、気持ちの良
い玄関になりました。

築20年ということで、水まわりの設備の古さが気になっていたK様。
娘様が出産で戻ってこられるまでにリフォームして、きれいな状態で出迎えたいということでスタートしました。

LIXIL アライズ 1坪タイプ

LIXIL ピアラ 75㎝タイプ
リンナイ 乾太くん 5㎏タイプ

洗面所 玄関まわり

Before

After

After

After

リフォーム担当  田 上

今月の

「高級ホテルみたいに格好良くなった！
慣れるまでは自分の家じゃないみたいです」
と喜んでいただけました。

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12月10日 必着まで応募締め切り

★9月号の答えは  タッチ  レス水栓でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 丸山さま／草津市 塚本さま／草津市 三﨑さま
　　　　　　　　　栗東市 木下さま／栗東市 山口さま

①赤　②黄　③白　④黒　⑤紫
ヒント 今月号の コーナーを見てね。

こたえは

番今月号の　　　　　 　で紹介しているのは
　　  色系のリフォームでしょう？

に入るカラーを①～⑤から選んでね

□ ジェットバス（泡風呂）　 □ 内 窓　 □ 浴室乾燥暖房機
□ サウナ     □ テレビ　  □ オーディオ
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

お風呂に欲しいものは？ （複数回答可）

□ 汚れが取れにくい　　　　　□ 暖房がなく寒い
□ デザインが気に入らない　　□ せまい
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

Q2.

ご自宅のお風呂で気に入らないところは？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




