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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

が唯一するスポーツ、スノーボードに行ってきました。天気予報
では曇りだったのに、到着するとあいにくの大吹雪・・・。せっかく
来たので少しは滑りましたが、前が見えないほどになり、早めに

切り上げることになりました。ただ、降ったばかりのパウダースノーのお
かげで、少々転んでも痛くなかったのは幸いでした。　　　　　　（矢尾）

私

女の保育園の発表会。いつもは保護者がぎゅ
うぎゅう詰めの中で見ていましたが、今回は
コロナ禍でクラスごとに時間をずらして少数

の参観でした。娘の歌とダンス、去年よりもしっかり踊
れるようになったなとうれしくなりました。感染対策などを
して発表会を開催してくださった保育園に感謝です。（松田）

次

近料理に目覚め、前から欲しかった無水調理
鍋を購入しました。さっそく大好きなカレーを
作りました！思っていたよりもカンタンにでき

ますね！トマトの水分を活かしたトマトカレー、とても濃厚
な味でおいしかったです。無水調理鍋を使った料理の
レパートリー、どんどん増やしていきたいです。  （服部）

最

リビングライフ課
松 田

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！！

㋱140,800円（税込）

クサネン
商品価格 86,900円税込

新規取付標準工事費 29,700円（税込）

その1ラク家事

ガスのパワーで
家事を時短化!!

その2 生乾き臭カット

パワフル温風で
悪臭の原因菌を除去

ガス衣類乾燥機

都市ガス用／
LPガス用
5kgタイプ

今年もつらい花粉の季節
がやってきましたね。
花粉や黄砂の付着が心配
で、洗濯物は部屋干しとい
う方も多いのではないで
しょうか。そんなお悩み解
決には、「早くて清潔！」
「仕上がりはカラッとふか
ふか！」のリンナイ衣類乾
燥機「乾太くん」がおすす
めです。ガスならではのパ
ワフル温風しっかり除菌。
ニオイの原因菌も除去して、
イヤな生乾き臭とさような
ら。かかる時間は電気式
の約1/3の早さがうれしい。
家事の時短もできて、イイ
ことづくしです♪

花粉・黄砂の季節に強い味方！

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！

1畳 4.9万円～税別

温水パネル+フローリング代（※施工費込）

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。

遠赤外線 温水床暖房／高性能ブラックパネル

ユカカラ暖房は、単に床を温めるだけの器具だけでな
く、主暖房として床からの遠赤外線放射で部屋全体を
暖める設備です。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ので室内の
換気対策にも最適です。

ユカカラ暖房
MUTE ＜ミュート＞

換気をしても寒くなりにくい！

※熱源機は別途必要になります。 03

プラントベースとは、植物性の材
料から作られたもので、それを使
用したものが、プラントベースフー
ド。「ヴィーガン」という言葉もあ
りますが、洋服や日用品など、暮
らしから動物性のものを取り入れ
ないスタイルで、プラントベースは
食事に焦点を当てているので、手
軽さもあり、注目を集めています。
例えば、大豆ミートは、以前より
クオリティーが上がり、お肉のよ
うな満足感が得られるものも出て
いて、それらを使ったレトルト食品
も多く出回るようになりました。
また、動物性のゼラチンを使わな
いグミや、豆乳を使ったプリン、
ヨーグルト、ひよこ豆とゴマの
ペーストで作られ、パンなどと一
緒に食べる中東料理「フムス」な
どが、コンビニやスー
パーでも見られるよう
になり、より身近に
なっています。

今話題の HOT なニュースをご紹介します。

プラントベースフードって
ご存知？

プラントベースフードって
ご存知？ 事故のニュースなどを見聞きすると、

ドライブレコーダーの大切さを実感
しますね。そこで、ドライブレコー
ダーの選び方をご紹介します。
なんといっても大切なのは、鮮明な
画像を残すことなので、最低でも
200万画素のものがおすすめ。夜や、
トンネル内でも鮮明な画像を残す
「HDR／WDR」に対応しているもの
だと、なお安心だそうです。
また、広範囲で撮影できることもポイ
ント。水平画角が100度以上のものが
おすすめ。さらに、事故などのトラブ
ルは、前方だけとは限らないので、後
方も撮影できるものを選ぶと安心です。
あとは、カメラやレコーダーが一体型
のものや、セパレート型など、お好み
で選んだり、音声も録音できるタイプ
など、車に搭載するスタイルや、安心
感などによって、店舗でも相談してみ
ると良いですね。ちなみに、画像を保
存するSDカードは、ある程度データ
がたまると上書きされることもある
ので、定期的に確認しましょう。

ドライブレコーダーの選び方ドライブレコーダーの選び方

除菌消毒が日常と
なった今、手荒れと
同時に、気になるの
が爪の傷み。爪が割
れやすくなるなど、うるおい不足に
なりがちなので、ぜひお手入れを。
ハンドクリームを使用時に、爪は
もちろん、その付け根や周辺も丁
寧に塗り込みましょう。その際に、
少し力を加えて押したり、爪の両
側から指先まで絞り上げるといっ
たマッサージをすると、血流促進
に役立ちます。
また、ネイル用のオイルや美容液
もおすすめ。爪の付け根部分にオ
イルや美容液を置き、指の腹でく
るくると優しくなじませることで、
うるおいを与えます。塗りやすい
チューブタイプやマニュキアのよ
うに刷毛で塗るタイプなどがあり、
香りもさまざまなので、お気に入
りを見つけてみては。美容液やオ
イルは、お風呂上がりのほか、寝
る前や外出先で手を洗った後に使
うのもおすすめです。

01

イ キドマ トピックス

02

爪のお手入れをしませんか？爪のお手入れをしませんか？

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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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！

作り方

❶

❷

❸

切り干し大根を30分ほどぬるま湯につけて戻す。
きつく絞り3㎝くらいにザクザク切る。

きゅうりとハムを千切りにして①と混ぜる。

ボウルに☆調味料を混ぜたら、②にあえて完成。

食べるときに
ラー油をかければ、

大人用のピリ辛サラダに。
調味料が多いと思ったら…
鶏がらスープ・砂糖・酢を
なしにしてもOKです。

クセになるおいし
さ！

切り干し大根
きゅうり
ハム

40ｇ
1本
2枚

材　料

煮物のイメージが強い切り干し大根が？
食べてびっくりポリポリの歯ごたえ！
子どもにもうける味。和えるだけで
いつもとちがうサラダができちゃいます。

☆マヨネーズ
☆鶏がらスープ
☆しょうゆ
☆砂糖
☆酢

大さじ3
小さじ1
小さじ1
小さじ1
小さじ1

〈 調味料 〉
☆すりゴマ
☆ごま油

大さじ1
小さじ1

奥様サポーター  小 島

「切り干し大根の
　　ごまマヨサラダ」

❶

❷

❸

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

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A様邸
32年
一戸建て鉄骨造り
70歳代

お風呂・洗面所

約2週間
250万円住宅メーカー鉄骨系ユニット造りの

お風呂リフォーム
「セキスイハイムのお風呂を他のお
店でリフォームすることができるの
か？」「お風呂の入口の段差をなく
すことは可能か」などのご相談をい
ただきました。
浴室の入り口の段差をなくしたいと
ご要望があり、鉄骨造りのＡ様邸に
は家を支える基軸という大きな鉄
骨があったため、その部分を避けて
間取りを変更し、洗面・お風呂をバ
リアフリー空間に。

また、間取りを変更したことにより、
浴室のサイズも0.75坪から1.25坪
サイズへと大きくなり、足をゆった
りと延ばして入れる浴槽は、ご主人
さまに大変気に入っていただけまし
た。
お風呂のお湯を洗濯用に汲み上げ
ることのできる「ノコリ～ユ」機能
で、洗濯機と浴槽を専用配管で直
接つないでいるので、洗濯のたびに
浴槽へホースを出し入れすることな
く、お風呂の残り湯を利用すること
ができます。

選ばれたのは、デザイン面と機能面のバランスが良いTOTO洗面化
粧台オクターブ。A様のお気に入りは自動水栓、手を差し出すと水が
出て、手を遠ざけると水が止まります。また「自動即湯」は、事前に
お湯を準備することができるので、通常よりもあたたかいお湯が早
く出るのもうれしいポイントです。

After

TOTO サザナ

After

TOTO オクターブ

Before After

After

   初めてご依頼いただいたお客様ですが、
「信頼できたので、またLDKリフォームの

ときにもお願いしたい」と
おっしゃっていただきました。

リフォーム事例
公開中

詳しくは
こちら!

LIXILリフォームショップ

クサネン ホームページ

Before
OPEN

30年以上使ってこられたお風呂
は、壁パネルが剥がれ、カビも発
生、傷みが目立ちます。
お風呂のサイズは0.75坪。

洗面台の間口も大きく収納棚
もありますが、2人暮らしなので
大きくなくてもよいし、もう少し使
い勝手のよいものにしたい。

Before

お風呂

After

プランナー  矢 尾

洗面所

Before

天窓がついているのが印象的です

内装はピンクとホワ
イトのストライプ柄
のクロスに、扉もホ
ワイトに替え、明る
くて清潔感のある洗
面室になりました。

かつて、お風呂の一部
だった天窓は、お風呂の
外のフリースペースに。
洗濯物も干せる家事
コーナーになる予定です。

上から降り注ぐ光は明るく、奥様の大好きな観葉植物を飾る場所として
グリーンのボタニカル柄のクロスが素敵な空間へと変わりました。

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

2021年4月10日 必着まで応募締め切り

★1月号の答えは 47  人でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》草津市 山口さま／守山市 中野さま／守山市 立田さま
　　　　　　　　　栗東市 松村さま／栗東市 神戸さま

①イヌ　②ネコ　③ウシ　④トラ
ヒント 今月号の裏面をみてね。

こたえは

番
換気をしても寒くなりにくい

「ユカカラ暖房MUTE」のお知らせ記事の
中に掲載されている動物は何でしょう？

①～④から選んでね。

□ 早めに薬を飲む　□ 洗濯物は浴室乾燥や衣類乾燥機を使う
□ マスクをする　　□ 眼鏡をかける　　　□ がまんする
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

（Q1で「はい」とお答えの方）
花粉症などの対策で行っていることは何ですか？

□ はい      □ いいえ　   □ わからない

Q2.

花粉症やアレルギーをお持ちですか？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


