
リフォームの基礎知識
リフォームの進め方とポイント

Point ● 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Step1

Step2

Step3

Step4

Point ● 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。

事業者を決める～契約する

Point ● 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。

着工

Point ● 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？

着工後

リフォームの疑問

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。

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。

1
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

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

このページは有料広告ページです。
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リフォームの基礎知識 2
E CO+リフォーム

自分で見つける危険な症状

気候や環境に合わせてリフォームすることや、自然の力を利用することで光熱費が削減できます。
省エネで地球にも家計にもやさしい暮らしを実現できます。

1

2
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快適
で地球に

や
さしい暮ら

し

外壁、屋根、天井や床などの断熱性能を高めると、屋外との
熱の出入りが減るため冷暖房の効果が高まります。
窓は、熱の出入りが大きいため断熱性能に大きく影響します。

ガラス自体を複層ガラスにしたり、二重サッシにしたりなどの方
法により断熱性能が向上、二重サッシは、結露の防止にもなり
ます。

外壁及び窓などの断熱化3

壁やベランダにツタ植物を植え、緑のカーテンで夏の日差し
を避けたり、家の中の風通しをよくするなど、自然を上手に取り
入れましょう。

自然を取り入れる4
ガスで発電し、排熱を給湯や暖房に利用する家庭用コージェ

ネレーションシステムや、省エネ効果の高い高効率給湯器など
があります。

給湯設備2

太陽電池を利用して、太陽光エネル
ギーを電気に変える太陽光発電システ
ム、太陽熱により水を温める太陽熱温
水や床暖房などがあります。

太陽エネルギーの利用1

株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

このページは有料広告ページです。

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
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を避けたり、家の中の風通しをよくするなど、自然を上手に取り
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ム、太陽熱により水を温める太陽熱温
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あなたのお家は大丈夫？

耐震チェック
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リフォームの基礎知識 3
窓のリフォーム

ながく暮らせるように

窓は住宅の中でもっとも熱が逃げやすい場所。ちょっとの工夫で高い断熱効果をえられる場所でもあります。
方法は様々ですが、いくつかご紹介します。

結露が発生する温度のことを露点温度といいます。主に冬期、窓周辺
は外気に冷やされて室内の露点温度より低くなるため結露が起きやすく
なります。結露は放っておくとカビやダニの温床となり、アレルギーなど
の原因になるばかりか、柱や床が湿気で傷み、住宅自体に悪影響を及ぼ
します。
また、窓周辺の冷えた空気は対流で部屋の下へ流れていき、暖房をつ

けていても足下はいつまでも寒く、エネルギーが無駄に使われる結果に
なります。

太陽光を取り入れ、暮らしをあたたかく演出してくれる窓。
ちょっとした工夫で、機能性向上をはかれる場所です。

窓周辺で起こっている問題

ちょっとの工夫でより快適に

※詳しくは建材メーカーや専門業者にお問い合わせください。

厚手のカーテン

カーテンボックスをつけ、
床に届くくらいの長さに
するのが効果的。

やや良い断熱
性能安い

フィルム

ガラス面にフィルムを貼
り、熱を通しにくくします。

やや良い断熱
性能ふつう 良い断熱

性能ふつう 非常に良い断熱
性能ふつう 非常に良い断熱

性能高価

複層ガラス

単板ガラスのサッシにア
タッチメントを付け、複層
ガラスにします。

後付けサッシ

屋内にサッシを取り付け、
二重窓にします。

断熱サッシ

アルミサッシをプラスチッ
クなど熱伝導率の低い素
材に変えます。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

このページは有料広告ページです。

外壁のお手入れ

外壁についたホコリやゴミは、日頃からホウキ
やはたきで払い落しておきましょう。壁の材質に
よっては、水や洗剤の使用は避けた方が良い場合
もありますので、材質に応じた掃除をしましょう。
　外壁は、太陽光線や風雨にさらされ年々劣化し
ていきます。環境や材質にもよりますが、数年に1
回は塗り替えをしましょう。

外構のお手入れ

塀についた泥や汚れは、乾いてからホウキで払い落しま
しょう。塀の傾きや亀裂などを見つけたら、早めに専門業
者に相談を。放置しておくと重大な事故に繋がることもあ
るので、日頃のチェックが大切です。
門扉の汚れは雑巾などで拭きましょう。門扉は、普段か

ら掛け金や落とし金を掛けておいた方がいいでしょう。門
扉が風にあおられたりすると、それを支える支柱や蝶番に
歪み・傷みが生じてしまいます。お手入れの際には点検を
しましょう。

　日頃からの手入れで、ながく安心して暮らせるようにしましょう。
それがエコロジーにつながります。
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

このページは有料広告ページです。

外壁のお手入れ

外壁についたホコリやゴミは、日頃からホウキ
やはたきで払い落しておきましょう。壁の材質に
よっては、水や洗剤の使用は避けた方が良い場合
もありますので、材質に応じた掃除をしましょう。
　外壁は、太陽光線や風雨にさらされ年々劣化し
ていきます。環境や材質にもよりますが、数年に1
回は塗り替えをしましょう。

外構のお手入れ

塀についた泥や汚れは、乾いてからホウキで払い落しま
しょう。塀の傾きや亀裂などを見つけたら、早めに専門業
者に相談を。放置しておくと重大な事故に繋がることもあ
るので、日頃のチェックが大切です。
門扉の汚れは雑巾などで拭きましょう。門扉は、普段か

ら掛け金や落とし金を掛けておいた方がいいでしょう。門
扉が風にあおられたりすると、それを支える支柱や蝶番に
歪み・傷みが生じてしまいます。お手入れの際には点検を
しましょう。

　日頃からの手入れで、ながく安心して暮らせるようにしましょう。
それがエコロジーにつながります。
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愛車の健康法
車のチェックポイント

エンジンオイルの交換は定期的に

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。

エンジンの点検は耳でもできる

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。

ランプはこまめに点検を

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。

髪を健康に保つには、正しいお手入れが欠かせません。
日々のお手入れにちょっとしたコツや知識を取り入れて、
無理なく健やかな髪を維持しましょう。

燃費チェックで健康診断

　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。

排気ガスで健康チェックを

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。

タイヤ点検

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。

ヘアケアでキレイな髪
株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

このページは有料広告ページです。

シャンプーのコツ

まず、お湯で髪をすすぎます。
シャンプーを手の上でのばし、原液が頭皮に直
接つかないよう髪につけて泡立てます。汚れが
ひどいからといって髪をこすり合わせて洗って
はいけません。たっぷりの泡で洗いましょう。
泡立てたら爪を立てず頭皮をマッサージするよ
うに洗います。頭頂部に向かって頭皮を軽く動
かすようにすると効果的です。血行を促進させ、
頭皮を柔らかくします。
ぬるま湯で十分にすすぎます。すすぎ残しがあ
ると、フケや抜け毛の原因になります。

シャンプーで大切なことは、汚れを落とすことと、頭皮のマッサージです。
シャンプーは、地肌と同じ弱酸性のものを使います。

リンス・トリートメントのコツ

自分に合ったヘアケア製品を

1
2

3

4

多量のシャンプーを使うことはすすぎ残しのもとです。
汚れがひどいときは、２度シャンプーをしましょう。
１度目は汚れを落とすことを、２度目は頭皮のマッサージを意識してください。

Point

Point

Massage...

シャンプーのあと、タオルで軽く水分をふき取ります。
適量を手に取り、毛先から塗布します。
ムラなく髪全体になじませたら１分～３分ほどおき、
よくすすいでください。すすぎ不足はベタつきの原因
になります。

リンスとトリートメントは、どちらも毛髪に油分・水分・たんぱく質などを補う
ものです。一般的に、リンスよりトリートメントの方が
成分の配合量が多いといわれています。

1
2
3

Treatment!

シャンプー後にコンディショナーやトリートメントをすることで、シャンプーで生
じた髪のもつれをほぐしたり、髪をなめらかにして、くしやブラシの通りをよくし、
キューティクルの傷みを防ぎ、同時にブラッシングによる静電気の発生を抑え、汚れ
の付着を防ぐ効果があります。

　お化粧品を自分の肌質に合わせて選ぶように、シャンプーも自分
の髪質に合わせて選ぶことが重要です。　
例えば、髪が堅くてまとまらないことが悩みであれば保湿成分を、
逆に柔らかくてボリュームがないことが悩みであればハリを与える
成分を配合した製品を選ぶと良いとされています。ただし、不足して
いる成分が何なのかを判断するのは素人では難しいので、まず行き
つけの理美容店に相談のうえで使用することをおすすめします。
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愛車の健康法
車のチェックポイント
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