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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

女が高校を卒業し、受験も無事終わりました。コロナ禍で親は卒
業式に参加できませんでしたが、写真やアルバムを見て振り返
ると成長を感じました。最近は時折ご飯の支度をしてくれます。

いまはインターネットでレシピを検索できるので、料理とは無縁だった
長女でもおいしく作れます。用意してくれるご飯はおいしいですよね～。
母は楽できてうれしい限り！ついつい食べ過ぎてしまいます。今度はお弁
当をリクエストしようかなぁ。　　　　　　　　　　　　　　　   （村田）

長

のお昼ご飯は、妻がつくってくれたお弁当と
ラーメンを食べています。ラーメンは食べなけ
ればいけないわけではないけれど、やめられ

ないですね。そのせいか、最近では体重が増加傾向…
ラーメンを控えるか、少しでも運動をしなければ！と思う
毎日です。でも、ラーメンはどんどん新しい種類が出てく
るので、店頭で誘惑と戦っています。　  　　　   （西田）

私

は左利きなので、趣味のゴルフクラブも左用を
使っています。ゴルフに限らず、左利きの道具と
いうものはあるのですが、実は種類が少なくて

柄や色などの選択肢があまりなくて困ります。今更ながら、
右利きに直しておけば良かったなぁと思います。   （春野）

僕

ケースタイル アドバイザー
村 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！！

XCH1602WS

便器内は「泡」と「水」でしっかり洗浄して、
工夫された形状でハネ・タレ・モレを防ぎ、
周囲へのヨゴレをおさえます！
つぎ目やデコボコがほとんどないので、
ふき掃除もサッと完了! 節水・節電はもち
ろん、洗剤の使用量も従来の半分で済む
ようになりました♪
停電時にも電池や手動ハンドルで排水で
きて安心。スマホ専用アプリで、お手入
れや洗剤補充の通知、トイレ使用状況に
よるご家族の見守りができるタイプもあ
ります。（タイプ1）
お手入れラクラク～ずっと清潔～エコで
便利なアラウーノ、長年使用されたトイレ
の交換にいかがでしょうか？

トイレ

アラウーノ
S160シリーズ

•激落ちバブル
•トリプル汚れガード
•有機ガラス系新素材

床排水 標準

タイプ2
㋱230,000円（税込）

クサネン
商品価格 121,000円税込
標準取替工事費　36,300円（税込）

ご来場お待ち
しています

ケースタイルでは
タイプ2を展示しています。

新しくなりました

機能がいっそう充実

ショールームアドバイザー  竹 内　

全自動おそうじトイレ

㋱284,900円（税込）

クサネン
商品価格 142,450円税込
標準取替工事費　36,300円（税込）

•クローズ洗浄モード •スマホ連携
•みまもりモニタつき

タイプ1

50%
OFF

50%
OFF

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！！

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。

子どもやお年寄り
ペットにも
安全で優しい

吹き抜けや
平屋に
ぴったり

SUMMER

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
MUTE ＜ミュート＞

換気をしても寒くなりにくい！

安全性・快適性耐久性

ガスでも電気でもOK 自由設計
※施工費込み／専用熱源機別途必要

1畳 53,900円～
税込

温水パネル+フローリング代
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！

部屋面積あたり

まず試したいのは、王道の食パンでつくるホットサンド。
ハム＆チーズや、きゅうり＆ツナなどを入れれば、手軽
にランチができます。また、ローストビーフや、せん切り
キャベツ＆ウィンナーを入れれば、ボリューム満点！ 
スーパーなどで見られるお惣菜のナポリタンや焼きそ
ばを挟めば、惣菜パン風になります。

おやつバージョンもおすすめ。中
にあんこを入れて楽しむのも良
いですし、スライスしたバナナに
板チョコを挟めば、とろ～りチョ
コバナナサンドが楽しめます。
おにぎりに使うのもおすすめ。
ご飯にしょうゆ、かつお節を混
ぜておにぎりをつくり、ホットサ
ンドメーカーにセットすれば、こ
んがり焼き色がついた焼きおに
ぎりのできあがり♪また、市販の
こんぶ煮を混ぜたり、味噌、砂
糖、しょうゆを混ぜておにぎりに
塗ったりと、さまざまな焼きおに
ぎりが楽しめます。

クサネン
イメージキャラクター
エコかえる

アイデア
満載♪

を楽しみましょうを楽しみましょうホットサンドメーカー
食パンだけではありません！ランチからおやつまで。

食材を入れてさまざまに活用できるホットサンドメーカー。調理家電として見られるものは、
食材を挟んでタイマーをかければOKなのでとても手軽。昨今のキャンプブームから人気が
高まっている直火タイプは、コンパクトでシンプルなつくりで扱いやすいところが魅力です。

パン＆ご飯メニュー♪

コンビニのおにぎり
でも、超手軽に焼き
おにぎりができます

あんこはバターをプ
ラスすると、さらに濃
厚な味わいに♪

粉ものだって手軽にできますよ♪

お好み焼きも手軽にできます。お好み焼き粉、水、キャ
ベツを混ぜて生地をつくります。ホットサンドの両面に
油を塗り、片面に豚肉を２～３枚のせたら、生地をゆっ
くり敷き詰めて焼きます。お好みで天かすやチーズを入
れても美味しいです。また、
豚肉ではなく、細かく切った
ゆでだこと、紅ショウガなど
を入れれば、たこ焼き風の
味わいになります。

ホットケーキミックスに牛乳、卵を混ぜてシンプルに焼
くのはもちろん、ホットケーキミックスの生地を入れた
ら、あんこや、カスタードクリーム、お好みのジャム、板
チョコなどを入れて、さらに上に生地を乗せて焼けば、
今川焼風の味わいが楽しめます。
ホットサンドメーカーは、加熱すると熱くなるのでやけ
どに注意しましょう。

電気タイプ、直火タイプとも、
焼き加減は、様子を見なが
ら調整してくださいね！

KKKKKKKKKKKKK

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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「クサネン・ケースタイル掲示板」 2021年4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

クサネンのリフォームで快適プラス！

ゴボウにあらかじめ下味を
つけるのがポイント。

食べるときに、マヨネーズと
こしょうを添えます。

作り方

❶

❷

❸

❹

❻

❺

ゴボウを洗い、5㎝程のスティッ
ク状に切り、太めのゴボウの場合
は、さらに3×3くらいの薄いス
ティック状にする。
ボウルにゴボウを入れ、☆調味
料をいれ揉みこんで、30分ほど
置く。置いている間に、2～3回全
体をかき混ぜて、ゴボウに味をよ
くしみこませる。
フライパンに底1㎝強の油を入
れていく。

奥様サポーター 小 島

「ゴボウのからあげ」

ゴボウ
☆しょうゆ
☆酒
☆みりん
☆おろしにんにく

（太め）1本
大さじ2
小さじ2
小さじ2
1/2片

片栗粉
揚げ用サラダ油
塩
こしょう

適量
適量
適量
適量

材　料

ヘルシーで食物繊維たっぷりのゴボウのみで作る一品
とにかくカンタン！やみつきになってしまう味です！

バットに片栗粉を用意して、ゴボ
ウに片栗粉をまんべんなくつける。
片栗粉を軽くはたいてから、
180℃の油でゴボウを揚げてい
く。ひっくり返してカリッとキツネ
色になるくらいまで揚げる。
ゴボウが熱いうちに、お好みで
塩・こしょうをかけて、完成。

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

2年程前にレンジフードとガスコンロの取替はされていたの
ですが、キッチン水栓の水漏れがあり、今回キッチン全体の
リフォームをしたいとご相談をいただきました。

新しく選ばれたのは、セパレート型のシステムキッチン。シ
ンクとコンロ部を切り離し、シンクの並びはすべて引き出し
の収納に。W様のご要望からオーダーメイドした真っ白でス
タイリッシュなキッチン、コンロが分かれていて調理スペー
スが広く取れ、とても使いやすいとご満足の奥様です。

食器棚が置いていたところ
は、新たに備え付けの収納
棚へ。調理用家電を置いて
もゆったりとしたカウンター、
ゴミ箱を置けるスペースも
作りました。

浴室・洗面所と
玄関周りを、快適で
おしゃれにリフォーム

お風呂

お風呂の水栓の調子
が悪い、床がヒヤッと
して寒い、シャンプー
を置く場所が少ない。

L型キッチンの角部分
は収納がしにくくて、
使いにくいのがお悩
みでした。

壁は黒色の大理石調がシックな印象のデザイン、浴槽はホワイトで清潔感
があります。これから歳を重ねても安心して入浴ができるようにバリアフ
リーの観点から、浴室暖房乾燥機もつけて温かいお風呂へと生まれ変わ
りました。浴室の扉を折戸から引き戸にかえ、鏡の下や浴槽の横手にも手
すりを設置、今まで置く場所の少なかったシャンプー類も収納できるよう
になり、座ったままでも手が届いて、使い勝手のよいお風呂になりました。

玄  関

大型犬を飼われてい
たため、壁のクロスの
傷みが気になる状態
でした。

従来よりも大きな収納棚
を設置、分けて収納して
いたものも1ヶ所にすっき
りと入ります。壁や天井
もクロスを貼り替え、まる
で新築のよう。

玄関先の天井照明はセン
サー付きに、自動で点灯
消灯してくれて便利です。

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!

守山市守山市N様邸N様邸
約30年
一戸建て
60歳代
お風呂・洗面所・
玄関ドアなど
3週間
275万円

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

大津市大津市W様邸W様邸
約25年
一戸建て
60歳代

キッチン

1週間
220万円

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

キッチン

収納量が多く
使いやすい
セパレート型
キッチンへリフォーム

「一番風呂は寒いのでイヤだ」とおっしゃっていたようですが、
今では「暖房があたたかくて良いです。

（ご主人が）お風呂を楽しみにして帰ってくるように
なりました」と、喜んでいただきました。

濃い茶色の木目調が上品
な玄関ドア。このドアに
は縦長に網戸が設置さ
れていて、ドアを閉めた
ままでも換気をできるよ
うになっています。
2ロック式で防犯面にも
配慮しています。

リフォーム担当  春 野

After

After

After

After

Before

Before

玄関ドアと玄関網戸
の二重扉。通気性は
良いのですが、防犯面
には心配がありました。

Before

Before

LIXIL リシェルSI

LIXILリシェント

LIXIL アライズ 1318サイズ

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

2021年5月10日 必着まで応募締め切り

★2月号の答えは レンジグリル加熱でした。

おめでとう
ございます！

《Quoカード当選者》 大津市 粟田さま／草津市 岡野さま／栗東市 田中さま
　　　　　　　　　 ペンネーム あめゆきさま／ペンネーム ねこ好きさま

こたえは

ヒント 今月号の　　　　　   コーナーをみてね！

下の○に入る漢字を答えてね。

おそうじ機能がいっそう充実した
パナソニック全自動おそうじトイレ「アラウーノ」
便器内は　   と水でしっかり洗浄して、
工夫された形状でハネ・タレ・モレを防ぎ、

周囲へのヨゴレをおさえます！

ケースタイル

□ 洋式トイレ（タンクレス　タンクあり）　□ 和式トイレ
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お住まいのトイレはどのようなタイプをお使いですか？

□ トイレ空間のニオイ　　　　 □ 便器外側の凹凸
□ 便座と便器のスキマ汚れ　　□ フチ裏の汚れ
□ タンク内の汚れ　　　　　　□ 飛びはね汚れ
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q2.

トイレのお手入れについて、困っていることはありますか？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

（複数回答可）




