
郵　便　は　が　き

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
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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
２０２２年１2月
３１日まで

2228

スタッフの
つぶやき

庭菜園のひとつとして、３年前にミカンの木を植木鉢で育ててみる
ことに。当初はミカンができるのか不安でしたが、１年目は１個、２年
目はなんと４個も！大きさも1年目より２年目の方が大きな実に育

ちました！特に肥料をあげたのでもなく、水やりをしていただけなのに…驚き
ました。新年早々に収穫して食べてみたら、かなりの酸っぱさでしたが、残さ
ずに全部食べました。今年はいくつミカンができるのか楽しみです。　（高岡）

家

宅のすぐ裏に、ジュースの自動販売機ができま
した。これまで車をしばらく走らせないとジュー
スを買えませんでしたが、今は塀を越えるだけ

で気軽に行けます。難点は、我が家の脱衣所の外側にある
ので、夜でも眩しくなったことです…。　　　　　  （服部）

自

年のお正月はオンライン帰省。姉家族・弟家族・
実家・わが家とZoomを使って5時間の家族会
をしました。お互いにしゃべるだけでは子ども達

が飽きてしまうので、家の中にあるものしりとりや、絵しり
とりなどゲームも取り入れて盛り上がりました。先の見え
ない状況ですが、家族集まってワイワイできる日を楽しみ
にしつつ、今できる事を精一杯楽しみたいです。 　（橋本）

今

リビングライフ課
橋 本

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！！

電子レンジを搭載した
IHクッキングヒーター誕生

RE-320SR

グリルで、おかずの温めや冷凍食品
の調理、食材の解凍・野菜の下ゆで
などができるようになりました。
レンジとグリルを同時に使う「レン
ジグリル加熱」なら、食材の中から
素早く温めながら外はこんがり。
調理の時間も火加減もおまかせ。
家事ラクしながらおいしいグリルメ
ニューが楽しめます。
電子レンジ待ちの不便も解消しますね。

㋱350,000円（税別）

クサネン
商品価格 189,000円税別
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）

•レンジグリル加熱
•レンジ加熱  
•リレー調理 
•オール上面操作
•レンジフード無線連動

60㎝幅 クリスタルシルバー

鉄・ステンレス

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

電子レンジ機能搭載 IH 誕生世界初！！

対応

IHクッキング
ヒーター

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

ショールームケースタイル、
LIXILリフォームショップで
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。

コロナ禍で、野菜などの農産物や、
魚介類、大手ホテルなどに卸す予
定だった加工品などが余ってしま
い、生産者が困っている、という
ニュースを度々耳にしますね。
その生産者を助けることをきっか
けに、消費者が直接購入できるサイ
トが人気を集めています。
野菜や果物、お茶、魚介類など、新
鮮な食材を直接買うことができる
のはもちろん、生産者の取り組みや、
食材への思いも直接知ることがで
きるので、より食材への興味が膨ら
みますし、ありがたく楽しむことが
できます。
到着すると、保存法や、冷凍なら美
味しく頂くための解凍法、おすすめ
レシピなども同梱されているので、
さらに生産者さんを身近に感じま
す。「農作物　購入」や、「産直サイ
ト」などと検索すると、
いろんなサイトが出て
くるので、ぜひチェッ
クしてみてください。

今話題の HOT なニュースをご紹介します。

食材を産直で堪能しませんか？食材を産直で堪能しませんか？

おウチ時間が増えた昨今、ぬか漬けに
挑戦する人も増えているそうです。
ぬか漬けは、昔からありますが、植物
性の乳酸菌や酵素、ビタミンBやAも
含まれるなど栄養満点！腸活にも良い
と、見直されています。
でも自分で漬けるには面倒、という声か
ら、冷蔵庫で漬けるスタイルが人気です。
市販の熟成ぬか床を購入すれば、比較
的簡単に、すぐぬか漬けが楽しめます。
野菜を洗い、キッチンペーパーなどで
水気を拭き取ったら、ぬか床に入れる
だけ。空気が入らないように気をつけ
ましょう。常温よりは漬ける時間は少
し必要ですが、1日でも十分楽しめる
ようです。時間によって自分で取り出
してみて、好みの漬かり具合を探して
みるのも良いですね。
また、毎日かき混ぜなくて良いぬか床
も登場！ものによって、2日に1回や１
週間に1回と幅があるのでチェックし
てみては？野菜以外にも、チーズやこ
んにゃく、ゆで卵を漬けるのも味わい
深くておすすめです。

自分で漬ける！ぬか床が人気自分で漬ける！ぬか床が人気

レジ袋の有料化で、エコバッグ
利用がすっかり定着しています。
その日の服装や気分でエコバッ
グを楽しむのも良いですよね。
そのエコバッグ、つい洗わず使い
続けていませんか？衛生的にも、
定期的に洗った方が良いようで
す。洗う際は、必ず洗濯表示タ
グや、買った際についている説
明書きをチェックしましょう。洗
濯可能なものは、洗濯ネットに
入れて洗濯機で洗いましょう。
また、水に中性洗剤を説明のと
おりに入れ、押し洗いをしても
OKです。脱水は1分程度がおす
すめです。洗えないものは、水で
湿らせた布で拭き、しっかり乾か
しましょう。
買い物の際に、魚や肉のパック、
野菜などは、スーパーなどの備
え付けのビニールに入れてから
エコバッグに入れるなどして、汁
漏れ防止や、野菜クズ
をエコバッグに直接出
さないことも大切です。

エコバッグ、洗ってますか？エコバッグ、洗ってますか？
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イ マ ド キ トピックス
クサネン

イメージキャラクター
エコかえる
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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。
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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

クサネンのリフォームで快適プラス！

1級建築士事務所

クサネン
施工事例

作り方

❶

❷

❸

❹

❺

（下準備をする）お米をとぐ。鯛の切り身
は塩を振り両面焼く。ショウガは細切り、
ネギは小口切りにしておく。

お米を炊飯器に入れ、調味料とで2合の
目盛りまでの水を入れる。

ショウガを入れたら鯛を乗せて、炊飯器
で通常コースで炊く。
（コンロ自動炊飯機能でもOK）

奥様サポーター  小 島

まるごと1匹でもいいですが
切り身を使うほうが、骨取りがカンタンです。
アラを購入しても、お得に作れます！

「鯛めし」

米
鯛の切り身

ショウガ細切り
ネギ

2合
2切れ
頭付きでもOK
1片
1～2本

粉末だし
しょうゆ
みりん
酒
塩

大さじ1
大さじ1
大さじ1
大さじ1
小さじ1/2

材　料

水加減してから乗せるだけでカンタン！
あらかじめ焼いておくことで、香ばしく仕上げます。

炊き上がったら、鯛の切り身を混ぜ込む
前に、身だけをバットやお皿に取り出し
て、骨を除く。
（鯛の骨は小さくても太くて硬いため、
大事な作業です！）

骨が除けたら身だけをご飯に戻して混
ぜて完成。お好みでネギをちらす。

〈 調味料 〉

エコかえる　 の
暮らしワクワク日記
エコかえる　 の
暮らしワクワク日記

season 2

水まわりは、トイレ・洗面所・
浴室の間取りを変えたことで、

「洗面所の収納量が増えて良かった」
「お風呂と洗面所が広くなった」と

喜んでいただきました。

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

草津市 I様邸

家電を置くスペースがあまり
ないので、シンクの横に棚を
追加して、オーブンを置いて
います。

リフォーム事例
公開中

詳しくは
こちら!

32年
一戸建て
50歳代
キッチン・お風呂・
洗面・トイレ・玄関
40日間
589万円

築32年、設備機器の老朽化を改善リフォーム
～水まわり・ダイニング・玄関まわり～

キッチン

Before

リフォーム後もL型のキッチンを選ばれました。
シンクの前には、電動の食器乾燥機がついて
いて水切りカゴを置かなくてよい分、広くキッ
チンを使うことができます。コンロは、2口の
据え置きタイプから3口ビルトイン埋め込み型
へ。丸みがありかわいい形のコンロです。

シンプルなデザインのト
イレ。便器の裏はフチが
なく、外側も操作部がリ
モコンになっているので、
中も外もお掃除がラク
にできます。壁のパネル
はドアと色を合わせた
濃い茶色にし、シックな
雰囲気に仕上がりまし
た。ツルツルした素材で、
普段はサッと拭くだけ
のカンタンお手入れでキ
レイを保てます。

間取りを変えて広くなった洗面所。洗面台の横には
トールキャビネットを置きました。タオルや買い置き
の洗剤などもすっきりと収納することができます。

新しくなったシステム
バスは、奥様も一緒
にショールームでご覧
いただき、選びました。
保温機能もしっかり
とあり、冬場でも床が
ヒヤッとしないうえに、
時間が経っても浴槽
のお湯が冷めにくい
です。あきらめていた
浴室・浴槽の狭さも、
間取りを替えることで
1坪にサイズアップし
て、ゆったりと入浴い
ただけます。

入った瞬間に足元が
ヒヤッとする、寒さがお
悩み。昔ながらのステ
ンレス浴槽は少し狭め。

お風呂

Before

トイレ

Before

洗面台と洗濯機は置
けますが、収納スペー
スは限られています。

洗面所

Before

水まわりの工事と同時に、玄関周りもキ
レイにしたいとご要望いただきました。
トイレやダイニングキッチンにつながる
ドアは、ホワイトからブラウンの木目調
ドアに取り替えています。ドアのデザイ
ンに合わせたフローリング、壁天井のク
ロスも張り替えて、モダンな玄関に変わ
りました。

玄関周り

K

After

After

After After

After

Before

LIXIL シエラL型

LIXIL アライズZ 1坪タイプ

アメージュZ リフォーム担当
田 上

Before

After

LIXILリフォームショップ

クサネン ホームページ

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

2021年3月10日 必着まで応募締め切り

★12月号の答えは  ②75㎝幅  でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》大津市 石塚さま／大津市 西村さま／草津市 高木さま／
　　　　　　　　　栗東市 西さま／ペンネーム トラキチさま

ヒント 今月号の　　　　　  コーナーをみてね！

下の○○○に入る言葉を答えてね。 こたえは
三菱の世界初！電子　　　　機能を備えた

IHクッキングヒーター
「　　　　グリル加熱」を使えば

中を素早く温めながら
外をこんがり焼き上げることができ
時短料理にぴったりです。
ケースタイル

□ ある　　□ ない　　　□ その他（　　　　　　　　　）
ご家庭で、電子レンジが混み合うことはありますか？

□ 使う　　□ 使わない　□ その他（　　　　　　　　　）

Q2.

電子レンジは、「あたためる」以外の機能を使いますか？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


