（株)藤井建設がお届けする暮らしと住まいの情報誌
仕様の選択幅が広く⼀般普及タイプから⾼級タイプまで選べるトステム製のシステムキッチン
「プラータ」シリーズに、今回「プラータ・シンプルセレクション」と名付けられたシステムキッ
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チンが登場し、普及タイプを安価で販売するものではなくてやや⾼級タイプの中でも⼈気のあるも

2009年
4月号

のに絞りコストを下げて普及タイプの値段（お⼿頃価格）での提供が可能となりました。
（下画像例：255ｃｍのガスコンロセレクトのベーシックプランで２５０,０００円）
新築や、サブキッチンを設置したい場合もお勧めの商品です。

ＣＦシートという略称で呼ばれるクッションフロアが登場したのは1961年で、⽇本で
Ｃ
シ トという略称で呼ばれるクッションフ アが登場したのは 96 年で、⽇本で

扉カラーは３種類

は、アメリカから渡ってきてから⼀年後に国産化されたそうです。これは表⾯が厚⼿の

左：エクリュホワイト

ビニールで裏に緩衝材が付いており、キッチン・トイレ・洗⾯所といった⽔廻りだけで
++⻑所

中：カメオピンク

なく、リビング・寝室にも使われており、厚さ、⾊柄の豊富な床材です。

下：オリーブビーチ

++主な仕様概要++

●⽔がしみこむ⼼配がないので、内部が腐る⼼配が無い
●緩衝材が付いており、厚さ1.8ミリの他にも4.2ミリなどの分厚いタイプは遮⾳効果に優れる
●介護が必要な⾼齢者がいれば、倒れた時の衝撃を弱めてくれるので安全
●防菌・防カビ・防汚加⼯タイプもある
●ビニール独特のべたつきを抑え、さらっとした感触のものも揃っています
汚れがひどい時は、中性洗剤を薄く溶かした雑⼱で拭いた後、洗剤分をふき取ります。年⽉
＊柄の 例＊
を経て便器廻りの床の変⾊やシミで汚らしくなってしまったら、貼り替えをお勧めします。 ＊柄の⼀例＊

もちろん、床張り替えのみの⼯事もお⾒積りご相談下さい。

●扉カラー：お⼿⼊れしやすい鏡⾯仕上げで、キッチン･ＤＫ・ＬＤＫに合わせやすい３種類
●キャビネット：たっぷり収納でき、使い勝⼿のよいオールスライドタイプ
●吊⼾棚：⾼さ60ｃｍ
●トップカウンター：⾼級感を演出するポリエステル⼈造⼤理⽯カウンター（サンドホワイト⾊）
●シンク：⽔ハネ⾳を抑える静⾳構造で⽔仕事中の会話も妨げない
●⽔栓：⼀本のレバーで⽔量・⽔温調整が出来る使いやすいシングルレバー⽔栓
●加熱機器：ＩＨクッキングヒーター⼜はガスコンロからお好みタイプを選べます
●レンジフード：排気圧⼒の強いシロッコファンタイプで⼿元を照らせる照明付き

●いずれは便器取替したいが、それまで変⾊やシ
ミで汚れた床をお客様に⾒せたくないので、とり
あえず隠したいなら、古い床を剥がさず現状床に

⽔栓

⾃分でＣＦシートを重ねる⼿があり、これなら失
敗を恐れず⼿軽にきれいに⾒せられます。

(
ます(床周辺部・中央付近を両⾯テープで貼り、合わ
せ⽬・⼱⽊（壁）との境⽬・便器取付部を継⽬処理

背⾯中央に⼊れた切
⽬から床に敷きこむ
(⼿洗い配管の⽳も
切⽬を⼊れて敷く)

本カ
体
の希
み望
の小
下
価売
段
格価
は
で格
税
す
込
）

⽤シーリング剤で埋めると、さらに落ち着きます）

メ

（

作成し、ＣＦシートを型紙どおりにカットして重ね

折り曲げる

ー

を特に丁寧に型取りする点で、ぴったり合う型紙を

間口
ー

●きれいに仕上げるポイントは、便器廻りのカーブ

カーブに沿わせて

シンク

ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ

ガスコンロ

ベーシックプラン
ガスコンロ

ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ

シロッコファン

⾷洗機

食器洗い乾燥機プラン
ガスコンロ
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２４１，０００円 ３０５，３００円 ３２５，３００円 ３８９，６００円
225ｃｍ
（２５３，０５０円）
（３２０，５６５円）
（３４１，５６５円）
（４０９，０８０円）
２４７，０００円 ３１１，３００円 ３３１，３００円 ３９５，６００円
240ｃｍ
（２５９，３５０円）
（３２６，８６５円）
（３４７，８６５円）
（４１５，３８０円）
（
（）
（）
（
）
）
２５０，０００円 ３１４，３００円 ３３４，３００円 ３９８，６００円
255ｃｍ
（２６２，５００円）
（３３０，０１５円）
（３５１，０１５円）
（４１８，５３０円）

エコカーに最⼤25万円の補助や⼀定の省エネ基準を満たす省エネ家電に販売価格の

太陽光発電システムは、太陽光エネルギーを屋根に設置したソーラーパネルから

5％分のポイントが国の負担で消費者に還元され、このポイントを他の商品に交換で

吸収・発電するもので、電⼒が不⾜する時は電⼒会社から電気を買い、余った電

きる（地上デジタル放送対応の薄型テレビでは還元率上乗せ）という制度を検討中

気は電⼒会社に売る事ができます。このシステムの設置を⽀援する国の補助⾦制

で早ければこの７⽉にもスタートするそうですが、放送停⽌後（砂あらし画⾯）に

度に平成21年度「住宅⽤太陽光発電導⼊⽀援対策費補助⾦」があり、有限責任中

⾃動的に電源を切る機能等「省エネ」に配慮した薄型テレビも登場しています。

間法⼈太陽光発電協会／太陽光発電普及拡⼤センター（Ｊ－ＰＥＣ)が募集を⾏う
++募集期間

ものです。

++消費電⼒と年間消費電⼒量++
●液晶テレビの場合の「最⼤消費電⼒」とは、バックライトを最⼤にした場合の消費電⼒を指
し、バックライトの明るさを変更しない限り映像に関係なく⼀定の消費電⼒となりますが、部

２００９年４⽉１⽇（⽔）〜２０１０年１⽉２９⽇（⾦）

屋の明るさに合わせて⾃動的にバックライトを調整する機能（暗い部屋で視聴する時は消費電

++補助⾦額
補助⾦額

⼒を抑えられる）は、さらに省エネ可能です。

公称最⼤出⼒ 1ＫＷあたり７万円なので、例えば

●プラズマテレビは映像に応じて⾚・緑・⻘を⾃発光する仕組みで、液晶に⽐べて省電⼒化が

公称最⼤出⼒が3.5ＫＷのシステムの場合 ７万円/ＫＷ×3.5ＫＷ＝24.5万円となります。

難しく使⽤電⼒も⾼いとされていましたが、発光効率を⾼めて省電⼒を実現したタイプも登場

++対象者

しています。プラズマテレビの場合は、映像（場⾯）によって「消費電⼒」が変化し続ける為

⾃ら居住する住宅に対象システムを新たに設置する個⼈で、電灯契約をしている⽅

「年間消費電⼒量（家電製品を⼀定の条件で使⽤した場合の消費電⼒量）」という数値で⽐較

（既に設置済みや、設置⼯事を開始している⽅は対象外）

すると良いでしょう。⼀定の条件とはテレビの場合１⽇4.5時間視聴し、19.5時間は待機電⼒

++対象システムの条件

を合わせた数値ですので、実際の数値はユーザーによって多少異なりますが、実際の使⽤環境

●太陽電池モジュールの変換効率が⼀定の数値を上回る事

に即した条件で測定されており、年間消費電⼒量×1KW/ｈあたりの電気料⾦で年間にかかる

（太陽電池の種別毎に基準値を設定）

おおよその電気代を計算できます。

●⼀定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されている事

++エコキュート補助⾦速報++
++エコキュ
ト補助⾦速報++

●最⼤出⼒が10ＫＷ未満で且つシステム価格が70万円(税抜)/ＫＷ以下であること

平成２１年度のエコキュート補助⾦制度についての概要が決定しました。

(特殊⼯事費⽤については別途規定あり)

家庭⽤及び家庭⽤リース共、⼀台あたり４１，０００円の補助となっております。

である事などが条件となっています。

尚、今回は５期に分けての募集です。

++地⽅⾃治体の補助⾦があれば併せて受けられる

オール電化⼯事やIHコンロ設置などの機器選択もご相談下さい。

補助⾦の出る近辺の⾃治体です。詳細・必要書類等はそれぞれの窓⼝にお問合わせください。

⾃治体名
倉敷市

担当部署

お問合わせ先

もちろん、補助⾦等の⼿続きも代⾏しております。

募集期間

1KW当たりの補助⾦額

上限

申請時期

環境部地球温暖化対策室 ０８６－４２６－３３９４

３万円/1KW

4KW

設置前

第１期

平成２１年４／２３（⽊）〜６／２６（⾦）

総社市

環境課

０８６６－９２－８３３９

2万円/1KW

4KW

設置後

第２期

平成２１年６／２９（⽉）〜８／２８（⾦）

井原市

環境課

０８６６－６２－９５１５

３万円/1KW

4KW

設置後

第３期

平成２１年８／３１（⽉）〜１０／３０（⾦）

福⼭市

環境総務課

０８４－９２８－１０７１

２万円/1KW

4KW

設置後

第４期

平成２１年１１／２（⽉）〜１２／２５（⾦）

第５期

平成２２年１／５（⽕）〜１／２９（⾦）

太陽光発電システム設置のご相談もお寄せ下さい。
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◎番号から電話会社を知る◎

固定電話にかかってきた携帯電話や050で始まるIP電話等の着歴から相⼿の契約電

● 道の駅検索●

話会社を総務省のホームページで知る事が出来ます。

｢道の駅｣は気軽に⽴ち寄れて⼀服するのにとても便利です。
駅名・施設・住所などから検索できて利⽤計画を⽴てると
便利なサイトの⼀例をご紹介します。

こちらがIP電話で、相⼿が通話料無料の対象IP電話会社（プロバイダ）利⽤である

「全国道の駅ガイド」

と分れば、IP電話番号を電話機に登録しておくと便利です。

http://www.roads.jp/
「道の駅 旅案内 全国地図スペシャルサイト（ｾﾞﾝﾘﾝ）」

スタートしており、実際と異なる場合があります。

http://z-roadstation.jp/

050・070・080・090等から始まる電話番号を検索できるページは下記URLです。
｢電気通信番号指定状況｣

⇒

※携帯電話番号に関しては電話会社を変えても同じ電話番号を使えるポータビリティサービスが

も携帯のGPS情報から近くの「道の駅」や、エリア別・国道番号から
などの検索⽅法が豊富なサイトです。
（サービスに連動の道の駅旅案内全国地図を持っているとさらに便利）
「道の駅総合サイト」

050から始まるIP電話 http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/tel_number/ip_number.htm

http://www.michi-no-eki.net

⇒

070から始まるPHS電話 http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/tel_number/phs.htm
080から始まる携帯電話http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/tel_number/mobile80.htm

[道の駅利⽤案内｣国⼟交通省

090から始まる携帯電話 http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/tel_number/mobile90.htm

http://www.mlit.go.jp/road/station/road-station.html

● ⼭陽新幹線●

⼭陽新幹線を利⽤する場合にお得なこだま指定席往復切符（3/14〜6/30までの連

● ロードサービス●

続する2⽇間有効の乗⾞券と特急券の合計⾦額が通常料⾦より安く設定してある切

⾼速道路の路肩でロードサービス利⽤中の⾞両を⾒かけます。ＪＡＦの会員は

符（発駅と着駅の設定区間あり）は、⼦供料⾦は⼀律3,000円と格安です。

無料のロードサービスですが、会員でなければ任意⾃動⾞保険や、クレジット

発売条件がありますが、ゴールデンウィーク期間中も利⽤可でお得。

福⼭⇔⼤阪市内往復
格

15,300円 通常価格
6,520円 お得額

してみてはいかがでしょうか？ ⾮常時の連絡先を携帯電話に登録してから出

++発売条件の⼀例++

区間設定の⼀例
8,780円 価

カードにも無料でロードサービスを受けられるものがあるので、約款等で確認
かけると安⼼

・ゆき・かえりセット発売である
・2名以上同⼀⾏程の旅⾏（こどものみは不可）に限る

◎電気代の節約◎

・乗⾞⽇の21⽇前から前⽇までに発売

⼤型薄型テレビが普及していますが、画⾯が⼤きくなるほど、また画⾯の明度が明

・購⼊時に該当列⾞のゆき・かえりの指定席が確保できる場合のみ等

るいほど消費電⼒が増えます。画⾯の映像調整で暗⽬の画⾯にして節電するのも⼿

● 知って快適旅⾏情報●

で、画像（映像)モード等の切替で可能です。

●新幹線の⾞両は奇数⾞両にトイレがあり、⼀般的に偶数⾞両の⽅が奇数の⾞両より席が多い場合が多く、

現在の明るさ設定がどうなっているか、確認してみると良いでしょう。

ホームに並ぶ際は、同じ⻑さの列なら、偶数⾞両に並ぶと座れる確率アップ
●通路まで満員の⾞両を移動するのは⼤変なので、偶数⾞両からトイレに⽴つ際は、博多よりの奇数⾞両
のトイレに⾏くのが早道です。トイレは奇数⾞両の東京寄りに配置されています。（右イラスト参照）

博多

東京

偶数

奇数

偶数

奇数

