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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

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   http://www.kusanen.com   E メール  info@kusanen.com

差出有効期間
平成３１年１月
３１日まで

5012

TEL077-561-0555
草津市東草津1-3-40
営業時間 ：10:00～17:00  
定休日： 水曜日

関電ガスサポートショップ
草津栗東店 ケースタイル
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クサネン
草津栗東店

ウイング湖南
カーライフステーション
TEL077-551-0450
栗東市小柿
5-11-10

LIXIL
リフォームショップ
クサネン
TEL077-552-5577
栗東市安養寺 8-7-26
定休日： 水曜日・祝日
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クサネン
草津栗東店

株式会社
クサネンwww.kusanen.com

〒525-0041 滋賀県草津市青地町138  
TEL077-562-0501

始めました！

スタッフの
つぶやき

ケースタイル
ショールーム

からのお知らせ

LIXILリフォームショップ
服 部

近、紅茶の奥の深さを知りました。紅茶飲み放
題のお店に行き飲み比べをして分かりましたが、
紅茶って種類によって香りや味が全然ちがうも

のなんですね！ 茶葉の種類や入れ方など学ぶ所がたくさ
んあります。普段は健康のために、老化予防で酵素たっ
ぷりのルイボスティーを飲むようにしています。  （服部）

子の野球の試合にいくと「久しぶり～何年ぶりやろう」と、他チームの
引率保護者から声をかけられることがしばしば。（えーっと誰やったか
な・・・）顔は覚えてるけど、名前が出てこない！ お父さんなら子供さんの

名前から早く判別できるけど、お母さんとなると結婚で姓が変わっていて、苗字が
わからない！ たいていは、話して20分くらいたってから「あ、確かこの人や！」って
思い出します（笑）はじめに名乗ってほしいと毎回思う今日この頃です。　（小島）

願のＵＳＪへ家族でいきました。平日にもかかわ
らずすごい人！特に海外から来られた方が多かっ
たのに驚きました。2歳の娘は最初元気だったの

ですが、すぐに疲れてしまって歩いてくれず…なのでずっ
と抱っこしたままで回るのはかなり疲れましたが、一番の
目的だったミニオンパークに行けたので、娘は満足した様
子でした。    　　　　　　　　　　　　　　　 （西田）

念

息

最

2,306円

168,800円
月額リース料金 税別

税別

8年
契約

販売価格（標準工事費込み※1）

•給湯／追いだき
•自動お湯はり／自動保温
•インターホンリモコンセット付

ガス代がおトクな
エコタイプ
ガス代がおトクな
エコタイプ

20号20号

FH-E207AWL
マルチリモコン（フェリモ デラックス MFC-225D）付
㋱359,000円

FH-E207AWL
マルチリモコン（フェリモ デラックス MFC-225D）付
㋱359,000円

オート

10年
保証付

マルチリモコンマルチリモコン

台所用浴室用

屋外壁掛型設置フリータイプ

各

コンロもお好みで
選べるのがいいですね☆
他コンロの展示や
カラーのサンプルも
ありますので、

お気軽にご来場下さい

展示商品のご紹介NEW

PT316Hシリーズ

パンもごはんもお菓子もおまかせ
のIH。ダイヤル式の火力操作つま
みで手慣れた感覚、微火力調整も
かんたん♪びっくリングIHは大鍋で
も余裕で乗ります！対流煮込みが得
意でかきまぜも自動です！

CS-PT316HNSR

153,800円税別
㋱405,000円（税別）

ショールームアドバイザー   竹 内

※1：ガス給湯器からの取替え（既設撤去／給湯器据付／給水・給湯（フレキ管接続）・保温工事／追焚き接続（既設利用）／ドレン接続（既設利用）／ガス接続（金属フレキシブルホースのみ含む）／
リモコン取替え／廃棄処分費含む）　※2：ガスコンロからの取替え（取外し設置／メタルホース交換／廃棄処分費含む）　※3：IHクッキングヒーターからの取替え（取外し設置／廃棄処分費含む） 

Faceis（フェイシス） 

アイランド排気口で美しさも清掃性
もアップしました。ラ・クックオート
メニューやあたため・とろ火モード
が加わっていっそう便利！進化して
新登場のイケメンコンロです。イン
スタ映えするカラフルなラ・クックは
料理を一層楽しくしてくれますよ！

PD-810WV-75GJ

114,500円税別
㋱210,000円（税別）

piatto（ピアット ステンレスフェイス） 

美しい天板のキラメキと、艶やかで
美しいステンレスフェイスが人気♪
波型グリルプレートで、焼き野菜や
トースト、あたため直しも簡単！お手
入れ楽になったグリルが大活躍です。

N3WR6PWASKSTE

114,600円税別
㋱215,000円（税別）

RiSSe（リッセ） 

女性らしいやさしい色合いの天板
カラーが人気のシンプル＆スマート
なコンロです。ココットプレートで、
油がはねないからグリル庫内はキレ
イなまま！ココットプレートはすっき
り洗えてラクちん幸せ♪

RHS71W23L9RSTW

123,400円税別
㋱220,000円（税別）

IHクッキングヒーター

ビルトインガスコンロ

標準工事費
込み ※2

標準工事費
込み ※2

標準工事費
込み ※3

L9Tシリーズ 

焼き網なしのラク旨グリル＆オーブ
ンで多彩な料理を手軽においしく
作れます！火力は業界最大の12段
階、火加減がひと目でわかる4色カ
ラー表示。美しいパールホワイトの天
板が選べるのも嬉しいところです♪

HT-L9XTWF（W）

144,000円税別
㋱330,000円（税別）

標準工事費
込み ※3

標準工事費
込み ※2

標準工事費

0120-417-932
掲載商品のお問い合わせはお気軽に!!

0120-417-932
掲載商品のお問い合わせはお気軽に!!

10台
限定！！

代表取締役社長

清 し々い新年を迎え、皆様益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

旧年中は格別のお世話になりましたことを、心から御礼申し上げます。

昨年のエネルギー社会での大きな変化は、何と言ってもガスの自由化がスタートしたことでした。

当社はこれを機に関電ガスサポートショップ草津栗東店を新規オープンさせていただき、都市ガスのお客様も

お気軽に機器交換のご相談をお受けしたり、保安活動をさせていただけたりするようになりました。

同時に関西電力の「はぴeスマイル店」としても公認を受け、オール電化をご希望のお客様には今まで以上に

安心な電化工事をさせていただけるようになりました。

これからの時代、大切なことは省エネです。3年目を迎えるLIXILリフォームショップとも密な連携で

おひとりおひとりのお客様に対して、断熱性やバリアフリーも含めた最適の暮らしをご提案できる会社として

さらなる前進の年にしてまいりたいと考えております。

どうか新しい年も暖かいご支援ご指導を賜りますことを、心よりお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます

クサネン イメージキャラクター
エコかえる

LIXILリフォームショップ

ウイング湖南カーライフステーション

ショールーム ケースタイル

本年もよ
ろしくお

願いしま
す

新春お買得ガス給湯器

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 発行：株式会社クサネン・K-style発行：株式会社クサネン・K-style

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。

古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。
古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

20182018

11月号月号



お役立ち情報

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。　

K題問

「クサネン・ケースタイル掲示板」 2018年1月号

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てください。

こちらのハガキからご応募ください。

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

暮 ら し の

2018年2月10日 必着まで応募締め切り

リフォーム
施工事例
リフォーム
施工事例

今月の

クサネンのリフォームで快適プラス！

1Dayリフォームで浴室を暖かく

　「ヒートショック」とは、急激な温度変化がもたらす血圧の
変動によって、体に悪い影響を与えることです。
　例えば、冬の寒い日にお風呂に入るとき…エアコンであたた
まった部屋から、凍えそうなくらい冷えきった脱衣所に行き、
さらにその後、熱い浴槽につかります。このとき体は、急激な
温度の変化に対応しようと、血圧を上げたり下げたりします。
ところがこうした体の働きが、反対に体への負担となってしま
うのです。心筋梗塞や脳卒中を引き起こす、また浴槽内で失神
するなど、一歩間違うと命を失ってしまうほどの危険な事態と
なってしまう可能性もあります。 

　年間、ヒートショックで亡くなる方の数は、推定で1万人以上
といわれています。また、自宅で亡くなる高齢者のおよそ4人に
1人が、ヒートショックが原因で亡くなっています。日本の死亡
者数は年間約130万人もいるので、すべての死亡原因を調べる
ことは不可能ですが、それくらいヒートショックの危険性が高
い、といえます。
　消費者庁によると「家庭の浴槽での溺死者数」は平成16年
と比較して11年間で7割増えて、平成27年には4804人。

中でも「高齢者（65歳以上）」が、
その約9割を占めていて、高齢者
が増加するに従い入浴中の事故死
も増加傾向にあると、注意を喚起
しています。

　また、厚生労働省の調査結果によ
ると、入浴中の事故死の数は推計で
年間約1万9000人。入浴中の事故死
は冬季に多く、全体の約5割が12月か
ら2月にかけて発生しています。

　消費者庁のアンケート調査（55歳以上の男女3900名対象）
によると、入浴中の事故の実態について、「高齢者に多い」こ
とを知っている人は74％、さらにこうした事故が「冬の寒い時
期に多い」ことを知っている人は84％と、入浴時の危険性につ
いて知っている人は約8割となっています。ところが、「持病が
なく、普段元気な人にも起こる」ことを知っている人は34％に
とどまり、また浴室等を暖めるなどの対策を実施していない人
も36％と、安全対策が不十分であることが分かっています。さ
らに、9%の人が入浴中にのぼせる、意識を失うなど「ヒヤリと
した経験」をしていたという結果もでています。

　怖い話になってしまいましたが、「入浴前に脱衣所や浴室を
あたためておく」か、「お湯は熱くしすぎず長湯をしない」「浴
槽から急に立ち上がらない」といった具合に、ちょっと意識を
変えるだけでも、事故の予防はできます。また、「食後すぐのお
風呂」「アルコールを飲んでからのお風呂」も避けたほうがよ
いですね。

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After甲賀市 Ki 様邸

草津市 M 様邸

湖南市 Ko様邸

草津市 Ko様邸

天井埋め込みタイプ天井埋め込みタイプ 壁掛けタイプ壁掛けタイプ

K

「　　　　　　　」　　　アレンジ おもち

奥様サポーター  小 島

「　 　　　　　　」は、
急激な温度差によって、失神やひどい場合には
心筋梗塞・脳梗塞などを引き起こします。
誰にでも起こりうる症状ですが、高齢者に
多く、特に寒い冬場は注意が必要です。

に入る言葉を答えてね
ー

ヒント 今月号の　　　　　　　 を見てね。

おめでとう
ございます！

★11月号の答えは、 ④料理教室 でした。
《Quoカード当選者》草津市 中嶋さま／草津市 高原さま／草津市 澤山さま
　　　　　　　　　守山市 田中さま／大津市 黄前さま

ー
こたえは

ヒ

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

浴室に暖房設備がついていますか？

□ ついている　   □ ついていない
□ その他（　　　　　　　　　　　　）

Q1.

浴室に関するお悩みは何ですか。

□ 浴室がせまい　□ 浴室が寒い　□ お手入れがしにくい
□ 浴槽が深い　  □ 給湯器が古い　 □ デザインが古い
□ 手すりがない　□ その他（  　　　         　　　　　 ）

Q2.

クイズの答え

部屋の中に1枚プラス、遮熱性を高めて、
冷房効率アップする内窓（2重窓）

内窓
「インプラス」

約5～12万円！ 工事1時間～
参考価格（商品代＋工事費）

バターもち

焼きもちにバターをつける
だけ。いつもとちょっと変
わった味わいにはまります。
カロリー注意！！

砂糖じょうゆ+チーズ

砂糖+おしょうゆをつけた
あと、スライスチーズ+焼き
のりで巻きます。

洋風お雑煮
洋風のスープの中にお餅を入れます。

和風ピザ
フライパンに敷き詰めて、ピザ生地に
します。モチモチとカリカリが新食感！

揚げもちきんちゃく
油揚げの中に入れて爪楊枝で上を
止めておでんの具にする。

かき餅
薄くスライスしたお餅をサラダ油で
揚げて、塩をふりかけます。

もちチーズ焼き

たこ焼きのタコの代わりに
細かくしたお餅を入れます。
おもちとチーズの相性バツ
グン！！

寒さ・結露のお悩みを
一気に解決！！

クサネン

0120-150-932
お客様ダイヤル

断熱効果！
ぐっと暖かく

省エネ！
バッチリ

結露軽減！
お掃除ラクラク

防音効果！
暮らし快適

今ある
窓に

つけるだけ

マンション
などにも
おすすめです

インプラス

お正月の定番レシピに
あきてきたら、アレンジ
挑戦してみてください♪

タイルで冷たかった
わが家のお風呂が

とってもあたたかくなりました。
お風呂に安心して入れます。
　　　　　70代 Ko様

point


