家庭菜園はあまり見栄えの良いものではない
ので庭の片隅でされている方が多いかも！？
でも、こんな風にお花と寄せ植えにすると、
玄関に置いてもかわいいですよ♪かわいいプ
ランターを使ったり、鉄製の飾りを後ろに置
いたりすれば、ヨーロッパ風のおしゃれな
ガーデニングになります。
球根を植えるホームタ
マネギを使えば栽培も
簡単、真ん中にはゼラ
ニウム！春に向けて
チューリップもいいで
すね。

わが国には、100年企業が2万社、200年企業が3000社ある
そうです。世界一です。このような企業はいつも笑顔でお客様
の為に時間を使い長いおつきあいに感謝し楽しくワクワクとし
て未来の夢にチャレンジする長期的視野を持ち長期雇用の企業
です。笑顔・感謝・夢のある会社を目指して頑張ります。

通話無料

ナイスリフォーム

王寺町

洗面室は浴室も近く、大概のお宅は通気性があまり良くない場所に位置
します。湿気と気温と栄養が揃いやすい環境で、これが揃うと簡単にカ
ビが繁殖し、カビはダニのエサにもなり、石鹸カスはゴキブリのエサに
もなります…
毎朝の洗面、歯磨き、女性のお化粧治しなどで使う洗面所。いつもキレ
イにしておきたいですよね！
洗面所の洗面ボール
使った後は水分を除去。これが清潔の秘訣です。洗面台の水栓の脇にスポンジを置いてお
き、少し汚れたなと思ったら軽くこすって乾いたタオルで拭き上げ！タイル目地に水分が
残っているとカビが発生する原因となりますから忘れずに！
洗面器の下の収納（キャビネット）
水道の配管も通っていますから湿気がこもりがちで汚れが気になる部分です。カビが生え
やすい環境ですから、２～３ヶ月に1度くらいは物を出して換気してくださいね。
鏡
水拭きし、その後で新聞紙で拭くときれいになりますよ。
蛇口などの金属・金物
水アカなどの汚れが溜まりやすい水栓の付け根は、歯みがき粉を付けて古歯ブラシで磨
く。蛇口などはオレンジなどの柑橘系果物の皮でこすり洗いするとピカピカに！

おしゃれなカフェや美容院などで流れてい
るBGMの多くが「ボサノヴァ」です。
昔、ブラジルで生まれた音楽のジャンルらし
いのですが、ジャズほど気取らずキレイな曲
調で、温かさを感じる音楽なんです。
カフェで癒しの空間を感じるのは、コーヒー
の香りと、このボサノヴァのBGMの効果なん
ですよ！
ホッとするひと時のコーヒータイムにどう
ですか？聴くというより、流しておくBGMと
して！家がおしゃれなカフェになるかも？

色によってイメージ・与える印象が違い
ます。部屋ごとにマッチする色を選んで
模様替えの参考にしてみては？
寝室には青
一日の疲れを癒しリラックスできる色
ダイニング（食事）は赤・オレンジ系
食欲をそそる色と言われますね、食卓の
照 明 は 白 で は な く、オ レ ン ジ 色（白 熱
灯）が使われるのも同じ理由です。
リビングはベージュ・アイボリー系
柔らかいく、落ち着く色ですね。

店長（建築士）

藤本伸浩

地球環境問題やCO2削減目標に向けて行政は今まで、オール電化や
太陽光発電の推進のため補助金制度を設けたり、省エネ住宅に対す
る減税やローン控除と言った対策を行ってきました。
そして、次なる環境対策が『住宅エコポイント制度』と言う訳で
す。一足先に家電でエコポイント制度はスタートしましたが、住宅
エコポイントとは、どんなものなのでしょうか？

第2次補正予算成立日（平成22年1月28日）以降に工事が完工し引き渡された物件、
リフォームに関しては平成22年1月1日以降の着工物件。
簡単に言うと、今年（平成22年12月31日まで）工事を着工する物件は対象となると
言うことですね！終了期間は定められてないようですが、ポイント発行申請期限が
平成23年3月31日までと決められています。

新築の場合は、省エネ法に定められる基準を満たして建てた時点で30万ポイント獲
得になります。だだリフォームの場合は累計ポイントの上限が30万ポイントと言う
ことになります。だたし、新築時にポイントを受けた物件に関してはエコリフォー
ムポイントは付きません。

家電と同様、基本は、商品券や環境配慮商品との交換になります。ただ住宅エコポ
イント制度の特徴として「即時交換」と言うものもあります。
「エコリフォームによって獲得したエコポイントを、当該エコリフォームを行う施
工業者が追加的に実施する工事の費用に充当できる。」
例えば、窓の入れ替え工事（エコリフォーム対象）を行って、エコポイント36,000
点付いたとしましょう、そのポイントを使ってトイレの壁紙を貼り替えの追加工事
ができるという感じです。注意しなければいけないのが、エコリフォームをした同
じ業者で、同時期に追加工事として行わなければならないということですね。
詳しくは
国土交通省ホームページ 住宅版エコポイント制度の概要
国土交通省エコポイント相談窓口 ℡ ０５７０－０７１－０７７

対象となる工事は『断熱工事』です。室内の熱を逃がさないようにする工事で冷暖
房効果があがります、つまり冷暖房を使う時間が減りエコになると言う狙いです
ね。特に熱の逃げやすいのが窓！窓工事には細かい決まりが定められました。

リフォーム工事

累計３０万ポイントまで

内窓設置

1箇所に付

7000～18000点

外窓交換

1箇所に付

7000～18000点

ガラス交換

1箇所に付

2000～7000点

窓工事
サイズにより
ポイント差

断熱工事
断熱材の
性能・量の
基準あり

外壁

１００，０００点

屋根・天井

３０，０００点

床

５０，０００点

＋
バリアフ
リー工事
上限合計
５万
ポイント

新築工事

手摺設置
段差解消
通路幅拡張
扉サイズ拡大

省エネ法基準

箇所数によらず
（何箇所でも一律）
５，０００点
箇所数によらず

25,000点

１戸あたり３０万ポイント

既存の窓の室内側にもうひ
と つ 窓 を つ け る 方 法。窓
サッシ自体を2重に取り付け
るものです。
木製のサッシをアルミ製に交
換する、ペアガラスの窓に交
換するなどです。
例 え ば ペ ア ガ ラ ス（1 つ の
サッシにガラスが2重に入っ
ているもの）に交換する。

バリアフリー工
事 は、窓 も し く
はその他の断熱工事と同
時に施工した場合に限り
エコポイント対象となり
ます、つまり手摺単独の
工事ではエコポイントは
付かないということ！ま
た、介護保険との併用は
できません！

エコポイントは、上でお話ししたように、断熱工事と付属するバリアフリー工事が
対象となります。つまりこれらの工事に関しての補助の併用は不可と言う訳なんで
す！ 長期優良住宅、省エネ推進モデルなどに対する行政補助のうち窓などの断熱
工事では併用は不可です。また、バリアフリー工事に関しても介護保険との併用は
出来ません。 逆に言うとエコポイント対象外であるオール電化や太陽光発電、耐
震工事などはエコポイントとは関係ないので今まで通りということになりますね。

前のページでお話しした住宅エコポイント対象工事の中に「内
窓」があります、あまり聞きなれない工事なので、少しお話しし
ておきましょう。
「内窓」 ２重窓とも言われますが、今の窓サッシは“そのま
ま”で室内側にもうひとつ窓サッシを設置するという工事です。
つまり「窓を開けるともうひとつ窓がある」状態になります。
← 既存の窓枠の内側に樹脂製のサッシレールとサッシ
を取り付けます。
既存サッシ

内窓サッシ

窓枠

既存の窓枠にあわせてサイズをあわして現場で組み立
てます、施工が早く、サッシごと入れ替えるよりも安
価にできます！ ２重窓にすると断熱、防音効果があ
ります。

住宅エコポイント対象工事です！ ポイント数はサッシの外枠寸法によって違います。
窓面積 2.8㎡以上 18,000ポイント リビングの吐き出し窓ぐらいの大きさ
窓面積 1,6～2.7㎡ 12,000ポイント
窓面積 1.6㎡未満
7,000ポイント 小窓や部屋の腰窓ぐらいの大きさ

「ペットは大
切な家族」と
言う方は多い
と思います。
実はペットと
して飼われて
いる犬と猫の
合計数が、１
５歳未満の子
供の数より多
いんだって！
子供達が独立して夫婦２人と愛猫とか、若夫
婦で子供をつくらず愛犬を飼うなんて家族が
増えてきてるみたいですね。
そう言えば「ペット共存リフォーム」も増え
てきているもんなぁ。

【材料】 大根 バター
［ソース］ 醤油 大さじ２
みりん 大さじ２ ・ 砂糖 大さじ２
すりおろしニンニク 少々
①大根を適当な厚みに切り、お米のとぎ汁
で煮る
②フライパンにバターをひき、大根を両面
焼く
③合わせておいたソースを絡ませて完成

ヒントをもとに、横方向に漢字を埋めていってね♪
赤丸の漢字を縦に読むと答えになるよ！
１

言

語

道

２

太

陽

３

創

意

４

絵

空

夫

１．言葉にできないほどひどいこと。
２．ソーラー発電はこれを利用して
電気を生み出します。
３．独創的な考えや、方法を編み出
すこと。
４、大げさでありえないこと。

縦の答えのヒント
住宅エコポイントがもらえる！

♪正解者の中から抽選で図書券￥1,000分プレゼント♪
赤丸の文字を縦に読んだものが答えになります、答えを返信用葉書にご記入の上
ご応募下さい。ご意見ご感想もご記入くださいね。

５２号のクイズの答えは、
『鈴蘭水仙』
５１号のクイズ当選者発表♪（商品は担当者が直接お持ち致します。）
上田様（広陵町） 江川様（王寺町） 関様（上牧町） 沼田様（香芝市）

同封の応募ハガキに、お名前・ご住所・お電話番号・クイズの答えを
明記の上、投函して下さい。切手は不要です。応募締切は３月末日
お手持ちのハガキでのご応募もＯＫです。メール・ＦＡＸでのご応募は下記まで！
＜メール＞fnobuhiro@nice-re-form.co.jp ＜ＦＡＸ＞０７４５―７２―３５３７

