
take free
ご自由にお持ち帰りください

Vol . 29

2015  September

take free
ご自由にお持ち帰りください

特集「私の家自慢」

おもてなし空間のある家
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ゼロエネルギー住宅のエコな暮らし



当初アパートにお住まいになられていたY様ご夫妻は、ゆくゆくはマイホームを建てようと

思いながら、なかなか家造りのスタートを踏み切れずにいらっしゃったそうです。そんな時

消費税の増税やアパートが手狭になってきたこと、生まれてくる子供の為に、ということ等

色々なタイミングが重なり、家造りのスタートを切られました。

「子供にのびのびと育ってもらいたい」というご希望から、南側にはリビングと和室を一直線に

繋げて、20帖の広～い空間を設けました。取材にお邪魔するとお子様のいつき君が楽しそうに

パパと追いかけっこをしておりました。また、広いリビングに2m50㎝の大きな窓を二つ並べて

陽の光が沢山降りそそぐ空間にされました。実際にお住まいになっての感想を聞いてみると、

日中は陽が沢山入って本当に気持ちの良い空間で、ご主人様もこだわってよかった、

と満足されておりました。

広々とした明るいリビングにいると気分も明るくなりますね。

～ Story ～　

ゼロエネルギー住宅の認定を
受けられました

今回Y様のお宅は、国土交通省認定のゼロエネルギー

住宅の認定を受けられました。最近住宅雑誌等では

良く目にするゼロエネルギー住宅ですが、実際の

ゼロエネルギー住宅にお住まいになっての感想と

経済効果を取材させて頂きました。

ゼロエネルギー住宅とは・・・

—

の住宅を指します。

Y様のお宅では主に、以下3つの工夫をされました。

①省エネルギー性の向上

外張り断熱＋充填断熱のダブル断熱を採用。

②エネルギーの見える化

HEMS（ヘムス）メーターを付けて家庭内の

電気の消費を見える化することにより、無駄な

エネルギー消費を減らしました。

③太陽光発電による創エネ

5.85kwの太陽光発電を搭載されました。

ご入居は2月と寒い時期でしたが、断熱性を上げたおかげで

入居当初から性能の違いを実感されたそうです。

夏場もエアコンを付ける期間は今までと比べて

かなり短かったそうです。

気になる電気代を聞いてみたところ、先月(7月)の電気代は

買った電気が約5,000円、売電金額はなんと約30,000円

だったそうです。ゼロエネルギーどころかプラスに

転じていて、大きな経済効果を発揮されておりました。

入居されて半年ですが、毎月買電より売電が上回っている

そうです。
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実際に住んでみていかがですか・・・

パパと追いかけっこをして

遊んでいるいつき君
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白を基調にした

　　清潔感のあるキッチン

シューズクローク
＆

手洗いスペース

いつもおうちをきれいに掃除されている奥様、

キッチンは清潔感がある感じにしたい。という

ご希望から、白を基調にしたすっきりとした

空間にされました。コンロ前のモザイクタイル

もアクセントになっていてかわいいですね。

以前のアパートと比べると収納力も、ワーク

スペースも広くなって大満足とのことでした。

ご主人様も、食器洗いがやりやすくなって

苦ではなくなったとおっしゃっていました。

玄関には、大容量のシューズクロークを

設けられました。沢山靴が入るのはもちろん

ですがコート掛け用のハンガーパイプも

あるので身支度に便利だったり、玄関がいつも

すっきり出来て嬉しいとのことでした。

玄関を上がってすぐ脇にある、お洒落な

手洗いコーナーもとても便利に利用している

そうです。お友達にも、「なるほど、この手が

あったか」と、褒められることが多いそうです。

これは便利！！
　大容量の可動棚

洗面室の背面には、壁一面に可動棚を設け

られました。可動棚になっているのでカラー

ボックスのサイズに高さを合わせたり、

使い勝手も良く助かっているそうです。

リビングにある小物をすぐに取り出せたり

キレイに整理出来たら！というご希望から

キッチンカウンタ-の下部に収納棚を

設けられました。

取材時は、お子様のおもちゃや絵本をキレイに

収納されていました。

小物がスッキリ
カウンター収納

～担当者からの一言～

この度はインタビューに

ご協力頂きまして、誠に

ありがとうございました。

お子様も、思いっきり

遊べる広いお家ができて

よかったですね。

これからも、楽しい

マイホームライフを

お過ごし下さい。
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相倉合掌造り　～南砺市～ これからの季節にオススメ

トロッコ電車　～黒部市～

ひみ番屋街　
～氷見市～

従来よりも座席が
ゆったりしていて
快適でした。

7月に研修で、富山県に行ってきました。

白川郷と共に世界遺産に登録された五箇山。その中の集落の１つ。
山間の小さな台地に、23棟の長い歴史をもつ茅葺き屋根の家屋が
たたずみ、今でも昔の面影を残しながら暮らしが営まれています。
一歩足を踏み入れると、どこか懐かしく、とても癒されました。

宇奈月～欅平まで、片道約80分。
車窓からは四季折々の大自然を
眺められ、秋は紅葉が素敵です。

漁場近くに作る番屋を
イメージした建物です。
富山湾の海の幸や、
氷見でしか味わえない
特産物がたくさんあり、
氷見の魅力を感じる事が
できました。
天然温泉もありました。

研修先のYKKAP㈱は、住宅用の窓やドア等を作っている会社で、
黒部事業所は、製造と技術の中核拠点としての役割を担っています。 

映像での説明を伺った後、黒部製造所では
アルミの鋳造・押出・表面処理の工程を、
荻生製造所では商品の組立等を見学しました。

また、敷地の一部を
YKKセンターパークとして
一般の方にも公開していて
展示館やカフェもあります。

「木工教室2015」開催しました♪

２０１５夏祭り開催しました！

飾り巻き寿司作りの様子実際の商品を
ご覧いただいてます。

8月29日柏I.C展示場にて毎年恒例になりました夏休みイベント「木工教室2015」を

開催しました。4回目となる今回はホワイトウッド材を使い屋外、屋内どちらでも使える

収納付ベンチを作りました。

材料は事前にカットして、ビスで組み立てる作業をしましたが、

インパクトドライバーを使うのが初めてで、みなさん大変そうでした。

スタッフがお手伝いさせていただきながら、親子で力を合わせて完成にこぎつけました。

参加者の方々には「ここまで立派なものを作るとは思わなかった」とのお声をいただき、

ご満足いただけたようで何よりです。

木工教室を通して、木に触れていただくこと、家族で共同して作業をすることを体験して

「やっぱり木はいいなぁ」「木の家を造る大工さんはすごいなぁ」と

少しでも思っていただけたら幸いです。

今後も木工教室を続けていきますのでご参加ください。

今回ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

「水まわり工房」ではキッチンやお風呂
など最新の設備を直にご覧頂けるため、
リフォーム等をお考えの方々には
大変お役に立てた様でした。
こちらのイベントでは様々な体験企画や
縁日コーナーがあり、大人から小さな
お子様までお楽しみいただける企画と
なっております。
ご来場いただいた皆様、当日は暑い中
お越し頂き誠にありがとうございました。
「水まわり工房」は定期的に開催して
おりますので、ご興味のある方は是非
一度お越し下さい。



リフォームのきっかけと

ご感想をお聞きしました。

窓リフォームのご計画当初は、

ダイニングの上げ下げ窓も

インプラスでご検討されており

ましたが、使い勝手等を考慮

した結果、窓ガラスの交換工事と

なりました。今回ご提案をさせて

頂きました真空ガラスは、一枚

ガラスの約4倍の断熱性能がある

高性能ガラスです。

高断熱、防露、遮音、UVカット

などにも優れ、省エネ対象商品に

なっています。

既存のサッシ枠にそのまま取り

付けることが出来ます。

３月開催されました耐震博覧会に参加した際、

柏I.C展示場を見学させて頂いたことがきっかけでした。

展示場内の二重窓（モクサッシ）に興味を持ち説明を

受けた時は、半信半疑で「そんなに良いものなのかしら」と

少し疑っておりました。今回は、インプラスをご提案して頂き

取り付けました。その後、すぐに遮音、遮熱効果を実感いたしました。

外からの音を感じることが少なくなり、快適に過ごしております。

また今年の夏は、冷房効率が良くなり、快適で省エネ効果のある暮らしが出来ました。

この度はインタビューに

ご協力頂きまして、

有難うございました。

これからも末永い

お付き合いをお願いいたします。

大がかりな工事の必要がないため、施工コストを

　　抑えながら、大きな快適効果を得ることが出来ます♪

和室、リビング、全部で4か所にインプラスを

取り付けました。写真は和室窓のビフォー、

アフターです。真壁和室の内障子を取り外して、

代わりにインプラスを取り付けました。

和室の雰囲気を壊さないように、和紙調格子入り

タイプのガラスをご採用頂きました。

リフォーム
愛着のある住み慣れた住まいだからこそ、いつまでも心地よい住まいで

　あって欲しいもの・・・  適切なメンテナンスと計画的なリフォームを

      行うことでいつまでも、快適な暮らしを実現させてみませんか！

ご計画的なリフォームを実現されている

髙橋様邸のご紹介です。  

おすすめ

　エコ水栓前回の季刊誌で紹介をさせて頂きました

『エコリフォームで省エネ住宅ポイントを

もらおう』をご覧いただき、洗面とキッチンの

水栓交換工事のご依頼を頂きました。

今まで不具合なく使用することが出来ていた為、

交換を迷われていたようですが、窓の断熱改修

工事と一緒に水栓交換を行うことで、省エネ住宅

ポイントがもらえてお得に交換して頂くことが

できました。

今ある窓の内側に新たに窓を

取り付けて二重構造にする

ものです。既存の窓との間に

空気層を作り、これが壁の

役割となり、断熱・防音・防露

効果を生み出す仕組みの

商品です。 

『インプラス』 は、リクシルの

防音断熱内窓です。

* シングルレバー式

洗髪シャワーｅレバー水栓

* リフォーム箇所　：　洗面化粧台

* 商品価格

* 取付工事費

* 省エネ住宅ポイント

：　４４，８８０円

：　２６，０００円

：　　３，０００獲得

節湯
C1

21.1 ｍ 
3

従来型

30.2ｍ 
3

（都市ガスでの目安）

タイプは従来型に比べ

・都市ガス使用量

年間 9.1ｍの節約

節約金額 約1,500円

3

節湯
C1

エネルギー使用量30％の削減

お湯をムダに使わないことによる
洗面水栓の年間エネルギー使用量

Ｂｅfore

Ａｆｔｅｒ

和室

１ｄａｙ
Reform

窓のリフォーム

* インプラス　　ＬＯＷ-e複層ガラス

* リフォーム箇所　：　リビング　２か所

和室　　  ２か所 

* 商品価格

* 取付工事費

* 省エネ住宅ポイント

：  465，9００円

：　 ３０，０００円

：　 68，０００獲得

採用した商品

Before

After

採用した商品

採用した商品

* 真空ガラス/スペーシア

* リフォーム箇所

ダイニング　1か所

* 商品価格　　：　４２，８００円

(インプラスと同時施工）

* 取付工事費　：　１０，０００円

* 省エネ住宅ポイント

６，０００獲得

ダイニング Ａｆｔｅｒ

今なら、条件に応じた
エコリフォームをするとお得なポイントが貰えます。
まずは何でもお気軽にご相談ください。
リフォームについてまったく知識がなくても大丈夫です。
経験豊富なスタッフがきめ細かくお応えさせて頂きます。
株式会社　木の国工房　アフター課
電話　：　０４-７１６６-３４００

内窓設置の
スペースがない

場合などに
おすすめです。



〒120-0034

TAYA　松戸店
Tel.047-703-6666
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1305-1　林ビル2F
●JR常磐線　松戸駅徒歩3分

TAYA　流山おおたかの森店
Tel.04-7154-1115
〒270-0100 千葉県流山市西初石6-185-2

流山おおたかの森S.C1F
●つくばエクスプレス　流山おおたかの森駅徒歩1分

TAYA　北千住店
Tel.03-5284-3565

東京都足立区千住3-9-2　
北千住マルイ3F

●東武伊勢崎線　北千住駅徒歩1分

ｸﾚｰｼﾞｭ・ｻﾛﾝ･ﾎﾞｰﾃ そごう柏店
Tel.04-7162-7384
〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-20 そごう柏ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ8F
●JR常磐線　柏駅徒歩1分

※当サロンを初めてご利用の方のみ有効。　※料金はすべて税別。
※チラシに記載のサロンのみご利用いただけます。　※特殊施術は対象外。

カット 2,900円

有効期限：2015年12月31日（木）まで

※当サロンを初めてご利用の方のみ有効。
※料金はすべて税別。
※チラシに記載のサロンでのみご利用いただけます。
※特殊施術は対象外。

パーマ

＋3,000円
カット

カラー

＋3,000円
カット

お得クーポン

キリトリ

のあるお店をご紹介
高い技術とセンスの良い人気のサロンです。
この機会に是非足を運んでみませんか？

みんなのレシピ
ポ

ッ
プ

ケ
ー キ ♪

完成品

材料：20本用
マリエビスケット　48枚
マスカルポーネチーズ　200g
ラムエッセンス　お好みで少々
ホワイトチョコレート　4枚
ブラックチョコレート　4枚
チョコペン　お好みで
プリッツ　20本

プリッツを差し込む ➡
(プリッツが抜け落ち
ないように、先端に
溶かしたチョコレート
を付けています)

3

チョコレートを湯銭して
溶かします。
(IHクッキングヒーターの
場合は直接お鍋にかけて
OK)

4

お好みでスプレーチョコレートや
チョコペンなどでデコレーション
してみてください。

5

ビニール袋でビスケットを砕き、
マスカルポーネチーズと合わせる。
お好みでラムエッセンスを加える。

1

➡一口大に丸める。
2
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