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リフォームの基礎知識

・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？

・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？

・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近
隣への周知は大丈夫か？

・工程表に基づいて進んで
いるか？

・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認
をし説明をうけたか？

・今後のメンテナンスや保
証先を確認したか？

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

リフォームの進め方とポイントリフォームの進め方とポイント

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

　建物の一部分の改装もリフォームです
し、全面改装でもリフォームです。当然のこ
とですが、手を加えれば加える程かかる費
用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳
間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場
合は、建替えの方が安くなる事もあります。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事
でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討出来るようになり、優先順位をつけて
内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお
考えの場合は、ショールームなどで実際に見
て触ってみる事も重要です。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
●費用の安さで決めずに、契約内容に納得
した上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者が
いるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確
認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認
しましょう。

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

具体的な
計画をたてる

事業者を決める
～契約する

着 工 着工後
STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４

リフォームの疑問リフォームの疑問
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自分で見つける危険な症状

このページは有料広告ページです 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

リフォームの基礎知識

10の耐震チェックポイント 一つでも該当する項目があれば、専門家に相談しましょう。

　間取りや構造によって差はありますが、在
来工法で建てられた住宅の代表的な例をもと
に10の項目を挙げました。

 1. 昭和 56 年度以前の建物である □

 2. 基礎にひび割れがある □

 3. 地盤が危険だと感じる □

 4. 基礎が鉄筋コンクリート造ではない □

 5. 必要な手続きを行わずに増築している □

 6. 大きな吹き抜けがある □

 7. 室内の床が傾いている □

 8. 屋根には重い建材を使用している □

 9. 過去に大きな災害に見舞われたことがある □

10. 壁の量が少ない □

（現在の耐震基準を満たしていない可能性があります）

（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）

あなたのお家は大丈夫？

耐震チェック

外壁や屋根などの断熱はリフォームする
ときがチャンスです。

住宅を新築したりする時は、次世代省エネ
基準の住宅を選びましょう。

　外壁や屋根などの断熱は、内装や外装をリフォーム
する時に一緒に行うと、施工もしやすく費用効率もよ
いので、一石二鳥です。
　断熱の基本は、住宅をすっぽりくるむ事です。です
から部位毎にバラバラに施工するより、全体を一度に
行うと、とても効果的です。また、天井や屋根と壁、
壁と床や基礎などの境目は、施工が難しい場所で、注
意が必要です。

　平成11年に省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能・気
密性能等の基準（省エネ基準）の内容が、より省エネルギー
化の方向に見直されました。
☆快適で健康
　断熱・気密化されると、部屋毎の温度差などが小さくな
り、とても快適になります。また、換気も確保されるので、
健康的な住宅となります。
☆省エネルギー
　断熱・気密性能がとても高くなるので、暖・冷房の費用
を大きく減らし、ＣＯ２の排出も少なくできます。
☆長寿命
　防湿層によって壁の内部が結露しにくくなるので、家
を支える土台や柱の腐食を防止し、家を長持ちさせます。

　色には、実際の位置より近くにあるように見える｢進出色｣、実際
の位置よりも遠くにあるように見える｢後退色｣があります。
　部屋の中に進出色がたくさんあると部屋が狭く感じ、後退色が
たくさんあると部屋が広く感じられます。

でもきっと大丈夫！
部屋を｢広く見せる｣ため
にできる工夫、実践して
より良い住まいづくりを
しましょう!!

　家具選びのポイントのひとつは、｢背の低い家具を選ぶ｣ことで
す。ある程度、床が家具で埋まってしまっていても空間の高い位置
を開けておくことで、部屋が広く感じるという錯覚を起こします。

■背の低い家具を選ぶ

■進出色と後退色

進出色　暖色系で彩度の高い色 後退色　寒色系で彩度の低い色

広い部屋で生活したい！
でも、大きな家を建てるのはお金も
かかりますし、日本の住宅事情を考
えるとちょっと難しい・・・

｢部屋を広く見せる｣
ためにできること
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このページは有料広告ページです 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

愛車の健康法
日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ち
させましょう。「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くこと
で、多くのトラブルを回避することができます。

エコドライブを心がけましょう

　地球温暖化や環境汚染の原因ともなる自動車が排出するガスを削減す
るには、環境性能に優れたエコカーを使用したり出来るだけ自動車を使用
しないという方法がありますが、運転中一定速度で走行し、急停車・急発
進や駐停車中の不必要なアイドリングをしないように心がける事でも自
動車の排出ガスを抑制する事が出来ます。
　このような環境に優しい運転をエコドライブと呼び、燃費向上にも有効
です。
　エコドライブはすぐにでも出来る取り組みです。環境を守るためにもひ
とりひとりが、エコドライブを心がけましょう。

車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持費は大きく4つに分類さ
れます。ガソリンなどの燃料費、定期点検・車検、部品など消耗品などのメン
テナンス費、年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられますので、車を購入する
前には、これらも併せて考慮することが大切です。

車種によって支払う税金に
違いはありますか？

平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いによって、車
種や車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実施されています。
これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入時にかかる
税率が大幅に軽減されています。
一方で一定の車齢を越えたディーゼル車などに対しては、増税もあります。細か
な基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

車のことＱ＆Ａ車のことＱ＆Ａ

自動車リサイクル法って何？

自動車リサイクル法とは、エアコンなどで使用されるフロン類や、エアバッグ、
シュレッダーダスト類について、自動車メーカーが環境保護を目的に廃棄車輌
のリサイクル・処理義務を負うことです。これにより、自動車の所有者はリサイ
クル料金を新車購入時、または検査時に負担し、使用済みになった車を登録引
取業者に引き渡すことになります。そのため、メーカー各社はリサイクル性の高
い自動車の開発や、技術の向上に力を入れております。

　普段からガソリンを入れた時には燃
費を調べて、燃費の変化に注意しましょ
う。燃費が悪くなったように感じたら点
検しましょう。

燃費チェックで健康診断

　タイヤは、唯一路面と接して重い車
重を支えている、負担の大きなパー
ツです。ドライブに出かける前に、タイ
ヤの寿命や溝の有無、空気圧など
チェックしましょう。

タイヤ点検

　水温計などの計器でエンジンの異常を
確認する事は出来ますが、エンジンから普
段と違う音がしないかどうかでも確認は出
来ます。ガラガラ・キューキューというよう
な音がしたらすぐに点検しましょう。

エンジンの点検は耳でもできる

？

　エンジンをかけたら排気ガスをチェック
しましょう。無色のはずの排気ガスが黒ず
んでいるなど、普段と異なる状態を発見し
たら早めに整備工場に相談しましょう。

排気ガスで健康チェックを

　車のランプ類はドライバーが状況を
確認する他に、周りに対して意思表示を
伝える役割もあります。安全に走行する
ために、日頃から故障しているランプが
無いか点検しましょう。

ランプはこまめに点検を

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交換時期はエ
ンジンの状態や使用状況によって異なりますが、一般的に5,000～
10,000km経過時（走行距離が少ない場合でも6ヶ月～1年ごと）
と言われています。オイルのグレードによって交換時期が定められ
ているので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

エンジンオイルの交換は定期的に
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車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持費は大きく4つに分類さ
れます。ガソリンなどの燃料費、定期点検・車検、部品など消耗品などのメン
テナンス費、年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられますので、車を購入する
前には、これらも併せて考慮することが大切です。

車種によって支払う税金に
違いはありますか？

平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いによって、車
種や車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実施されています。
これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入時にかかる
税率が大幅に軽減されています。
一方で一定の車齢を越えたディーゼル車などに対しては、増税もあります。細か
な基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

車のことＱ＆Ａ車のことＱ＆Ａ

自動車リサイクル法って何？

自動車リサイクル法とは、エアコンなどで使用されるフロン類や、エアバッグ、
シュレッダーダスト類について、自動車メーカーが環境保護を目的に廃棄車輌
のリサイクル・処理義務を負うことです。これにより、自動車の所有者はリサイ
クル料金を新車購入時、または検査時に負担し、使用済みになった車を登録引
取業者に引き渡すことになります。そのため、メーカー各社はリサイクル性の高
い自動車の開発や、技術の向上に力を入れております。

　普段からガソリンを入れた時には燃
費を調べて、燃費の変化に注意しましょ
う。燃費が悪くなったように感じたら点
検しましょう。

燃費チェックで健康診断

　タイヤは、唯一路面と接して重い車
重を支えている、負担の大きなパー
ツです。ドライブに出かける前に、タイ
ヤの寿命や溝の有無、空気圧など
チェックしましょう。

タイヤ点検

　水温計などの計器でエンジンの異常を
確認する事は出来ますが、エンジンから普
段と違う音がしないかどうかでも確認は出
来ます。ガラガラ・キューキューというよう
な音がしたらすぐに点検しましょう。

エンジンの点検は耳でもできる

？

　エンジンをかけたら排気ガスをチェック
しましょう。無色のはずの排気ガスが黒ず
んでいるなど、普段と異なる状態を発見し
たら早めに整備工場に相談しましょう。

排気ガスで健康チェックを

　車のランプ類はドライバーが状況を
確認する他に、周りに対して意思表示を
伝える役割もあります。安全に走行する
ために、日頃から故障しているランプが
無いか点検しましょう。

ランプはこまめに点検を

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交換時期はエ
ンジンの状態や使用状況によって異なりますが、一般的に5,000～
10,000km経過時（走行距離が少ない場合でも6ヶ月～1年ごと）
と言われています。オイルのグレードによって交換時期が定められ
ているので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

エンジンオイルの交換は定期的に
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