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大きなワンルームで使用していた

お部屋を造作壁で完全に２つのお部屋に

分けたリフォームです。どのような

方法で間仕切りをするかによって、

かかる費用や工期は変わってきます。

今回の工事は、大工工事２日間で

間仕切り下地からボード貼りまで終え、

３日目に仕上げのクロス工事を行い

完成しました。

ライフスタイルの変化に合わせてお部屋を増やしたい！

こんな時には間仕切り壁を使ったリフォームがお勧め

です。新築当初よりドアを2つ設けて設計されていた

U様邸の間取り変更の施工事例をご紹介します。

是非参考にしてみて下さい。

プチリフォームしてみませんか

開放的な1部屋から、プライベートを考慮した2部屋へ

Before

施工期間 ： 3日 施  工  費  ： 200,000円

①造作壁で仕切りをする
②可動式収納を設置して仕切る
③カーテンやブラインド・扉で仕切る

これらは費用、防音・遮光性が異なり、
それぞれにメリット・デメリットがあります。

ご自宅にぴったりのものを選んで
プチリフォームのご計画を

してみてはいかがでしょうか

部屋の仕切の種類は大きく分けて3つ!!

弊社では、より良い

リフォームのご提案が

出来るよう、これからも

定期的に見学会を開催していく予定でおります

ので、この機会を是非ご利用下さい。

ご来場下さいました皆様、お忙しい中

ありがとうございました。

『クリナップのリフォーム　水まわり工房』

加盟会員の合同イベントで定期的に開催して

いる『リフォームフェア』をクリナップ

柏ショールームにて5月29日に行いました。

大人気のサロネーゼ講座は、鍵や時計

などを収納できるツールボックスを

ＴＩＬＤＡの生地でつくる講座

でした。初心者の方でも楽しんで

ご参加いただけたようでした。

壁の一部を造り付けの
本棚にしました。

水まわり工房リフォームフェア2016

プラン図

クローゼット

クローゼット

こちらから
撮影

こちらから
撮影

▲

ニッチの背面にレンガ調の壁紙を貼り
アクセントをつけました。

Ａｆｔｅｒ

▲

お気軽にご相談下さい。スタッフがきめ細かく

お応えさせて頂きます。お問い合わせはこちらまで。

TEL：04-7166-3400　アフター課



これからの新築住宅のスタンダード

　 “ゼロ・エネルギー住宅”と“ＺＥＨ”

★ゼロ・エネルギー住宅、ＺＥＨのメリット

左のページでご紹介したように、基本的な考え方は同じですが
国の補助金には、国土交通省管轄のものと経済産業省管轄のもの、２つの事業があります。

　国土交通省管轄

「地域型グリーン化事業 ゼロ・エネルギー住宅」

　経済産業省管轄

「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業（ＺＥＨ）」

ＺＥＨとは Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略です。
ゼロ・エネルギーとは文字通り、エネルギーがゼロということです。
ゼロ・エネルギー住宅は、エネルギー消費がゼロの住宅ということになるのですが、
人間が生活している以上、最低限のエネルギー消費は必要になりますので、

「使うエネルギー分を、創るエネルギーで補い、エネルギー収支を±ゼロにする住宅」になります。

　木の国工房では、まずは、住まいの断熱性能をあげること 。
　そのうえで省エネ性能を上げ、不足分のエネルギーを創ることで、ゼロ・エネルギーを実現します。

ゼロ・エネルギー住宅やＺＥＨという言葉を聞いたことがありますか？
地球温暖化抑制が世界的な課題であり、日本では住宅の省エネルギー化は最重要課題のひとつです。
政府では、新築戸建て住宅に占めるＺＥＨの割合を、現在は15％程度ですが、2020年には
50％に引き上げる目標を立てています。
2020年まで、あと4年—。　 これからの住宅のスタンダードが変わります。　

地域における木造住宅生産体制を強化し、
環境負荷の低減を図る事が最大の目的です。
そのため、工事を請負う中小住宅生産者等が、
連携体制（グループ）に加盟している必要があります。
支援する５種類のうち、
１つがゼロ・エネルギー住宅になり、
申請者は中小住宅生産者等になります。

「ZEH」の定義
1）

2）

3）

4）

政策目標の達成と、
ZEHの自立的普及を目指す事が目的です。
ZEHビルダーに登録された事業者が、設計・建築
または販売を行う住宅であることが要件となります。
申請者は住宅取得者になりますが、
ZEHビルダーが手続代行者を兼務することができます。

達成のために
必要なポイントは

 断熱 
 省エネ
 創エネ の３つ！

極力エネルギーを
必要としない

断熱

エネルギーを
上手に使う

省エネ

エネルギーを
創りだす

創エネ

一年間に使うエネルギー
（一次エネルギー消費量）

使うエネルギーの
削減効果

創るエネルギーで
補う効果

高断熱・高気密

断熱材・窓・
　   気密測定など　　

節湯機器・節電機器

エアコン・照明・
換気・水栓金具・
高断熱浴槽など

再生可能エネルギー

太陽光発電など

住宅の外皮性能は地域区分ごとに定められた
強化外皮基準（UA値）以上であること。
設計一次エネルギー消費量は再生可能エネルギーを除き、
基準一次エネルギー消費量から20％以上削減されていること。
太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システムを導入すること。
売電を行う場合は余剰買取方式に限る。＜全量買取方式は認めません＞
設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを加えて、
基準一次エネルギー消費量から100％以上削減されていること。

受注する住宅のうち、ZEHが占める割合

　平成28年度（2016年度）　30％
　平成29年度（2017年度）　40％
　平成30年度（2018年度）　50％
　平成31年度（2019年度）　60％
　平成32年度（2020年度）　70％

補助金には、申込みのタイミングや
諸条件などがあるため、
早めの計画をおすすめします。
お気軽にお問合せ下さい。

木の国工房では、
ＺＥＨビルダー登録の際に
下記のＺＥＨ住宅の普及目標を掲げています。

 木の国工房が

“ＺＥＨビルダー”に
登録されました。

★ゼロ・エネルギー住宅、ＺＥＨとは

★ゼロ・エネルギー住宅とＺＥＨ、補助事業のちがい

補助金上限額：165万円

補助金上限額：125万円

年間のエネルギー収支が
おおむねゼロになるため、
光熱費が大幅に削減できます。
お財布にも環境にもやさしい
住まいになります。

家計にやさしい

ゼロエネルギー住宅、ZEHが
スタンダードになるという事は、
「築年数」だけではなく、
「質の高さ」を重視する
評価方法に変化していきます。

資産価値

高気密・高断熱の家でないと、
ゼロ・エネルギー住宅、ZEHは
実現できません。
高気密高断熱の家ならば、
温度差の少ない家を
実現することができます。

カラダにやさしい

（ ）
ゼ ロ

+　　≦
☀

-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・地域材利用
・ゼロエネ要件

など

・省エネ基準 準拠
・BELS認定 必須

・太陽光発電など

・HEMS

・太陽光除く：任意
・太陽光含む：

　　100％以上

・強化外皮基準 必須

・BELS認定：加点

・太陽光発電
（余剰買取方式のみ）

など

・HEMS

・LDK冷暖房：
高性能商品

・その他の機器は
任意

・太陽光除く：
20％以上

・太陽光含む：
100％以上

グループ
共通ルールの設定

外皮性能
（断熱性能）

創エネ

計測機器
（設置はグループ　　
　共通ルールによる）

省エネ機器
（項目はグループ　　
　共通ルールによる）

一次エネルギー
消費量 削減率

ZEHビルダー
登録済み事業者

外皮性能
（断熱性能）

創エネ
（再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ）

計測機器
（設置は必須）

省エネ機器

一次エネルギー
消費量 削減率

☀

☀



なすのギリシャ風

材 料（4人分）

なす　4本　Ⓐ｛プチトマト　20個位、
エシャロットのみじん切り、レーズン　各大さじ２、
にんにくのみじん切り、クミン、コリアンダー
（パウダー状のもの）各小さじ２｝
オリーブ油　大さじ６、レモン汁　大さじ４、
塩　こしょう　イタリアンパセリ　適宜

作り方

① なすは縦半分に切り、中身をくりぬきます。

③ フライパンにオリーブ油（分量外）を入れ、②のなすをソテーします。

④ ソテーしたなすとⒶの材料を合わせます。

⑤ ④をくりぬいたなすに詰め、耐熱皿に並べます。オリーブ油大さじ４をまわしかけます。

⑥ 200度に熱したオーブンで２０分焼きます。

⑦ 焼きあがったらレモン汁と仕上げにオリーブ油大さじ２をかけ、イタリアンパセリを
散らして出来上がりです。

② くりぬいた中身は刻んでおきます。（１ｾﾝﾁ角程度）

※ 冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。
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