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「費用」、「品質」、「工期」で選ぶなら、リノベーション !
「一生に一度の買い物」だと思っていた家も、
子どもたちが独立するなどの変化で、
暮らしづらいと感じたことはありませんか？
また、
「きれいにしたい」、
「最新機能の設備に変えたい」
と思ったり、
耐震性や防犯・防火性などに不安を抱いたことはありませんか？
そんなときに考えるのが、
「建替え」や「リフォーム」ではないでしょうか。
「リフォーム」には「部分リフォーム」
と、家を丸ごと新築のように
リフォームする
「リノベーション」
があります。
まずは「建替え」、
「部分リフォーム」
と
「リノベーション」
を比べてみましょう。

《住まいの選択肢におけるメリット・デメリットの比較》

建替え新築

部分リフォーム

色々やりたいし、
せっかくだから
きれいな家に住みたい。
でも、
費用と時間がすごく掛かる
のはちょっと……。
ローンが組めるかしら？

資金が少ないから、
必要な部分だけリフォームしよう。

耐震補
強

お金

リノベーション
水回り

施工前

耐震補強、
断熱性、
オール電化など

Check!

リノベーションの

建替えまでは考えていないけど、

メリットに つ い て

リノベーションなら自分たちの
暮らしに合った家にできそう。

でも、
構造をそのまま使うから、

建替えほど費用が掛からない

できることに制限が出て、

デザイン

から、
自分たちにも手が届きそう。

100％思い通りにはできそうもない。

もっと 詳 しく！

耐久性
低予算

リノベーションには、他の選択肢と比べて

妥協が必要？

様々なメリットがあることをご存知ですか？
これからの住まいの１つの選択肢として、

施工中

追加
料金

Before

建替え期間中、

見積りから契約、
着工まで

家財道具などを預けたり、

早かったけど、
着工後に

仮住まいの費用も不安だし、

付帯工事や追加工事が加わり、

仮住まいに引っ越すのは大変だわ。

追加料金が発生してしまった。

おかげで、
早くから

着工まで時間が掛かったし、

でも、
間近で作業が見られて

仕上がりがイメージできた。

建築現場を見に行くのも面倒。

安心。

仮住まいの費用も抑えられて嬉しい。

構造材などそのまま活用できて割安。

施工後

あっという間に完成！

品質・性能、
美しさともに

新しい住まいが完成！

でも、
差が目立つから

新築に近い家が完成！

最新機能が付いたけど、

他もリフォームしたくなる。

建替えと比べて税金でも有利（※）

この歳になってからの

個別にリフォームしていると

耐久性が上がり、断熱性が

住宅ローン返済が大変……。

費用がかさみそう。

メリット

■
■
■

デメリット

■
■
■

全ての部分の品質の見直しができる

自由なプランで建てられる
耐用年数
（家の寿命）
が長い

家の解体・仮住まいも含めて費用が掛かる
契約から引き渡しまでが長期間になる
2 回の引っ越しが大変

■
■
■

■
■
■
■

お金

手間

のメリットを詳しくご紹介します。

できる。

建替えより短期間で、

約1年掛かったけど、

費用・品質・工期面におけるリノベーション

想い出のある部分を残すことも

リフォームはスピードが早く、

計画から引き渡しまで

After

「費用」から見た

1 リノベーションのメリット

リノベーション
新築

…………………………

P.04

…………………………

P.10

「品質」から見た

2 リノベーションのメリット

良くなって光熱費も安くなった。

■

費用を削減しやすい

■

工期が短期間ですむ
生活しながら施工できる

■

可能なプランには制限がある

付帯工事が発生することがある
リフォームの繰り返しは割高になる

現状の住まいの良さや思い出を残せる
プランの自由度が高く、
設備仕様を最新にできる

■

構造材を手直しすれば、耐用年数（家の寿命）
を延ばせる

■

部分リフォームより期間が長い

■
■

耐用年数
（家の寿命）
は変わらない

使える部材が多く総費用を抑えられる

必要に応じて調整できるが、
それなりの費用が必要
構造や建築法令の制限が出ることもある

「工期」から見た
3 リノベーションのメリット ………………………… P.20

4

リノベーションが実現する
住まいと暮らし ……………………………………… P.24

（※）
固定資産税
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1 「費用」から見たリノベーションのメリット
建替えの主な費用には、
既存の家屋を壊して処分する
「解体工事費」
、
新築する
「本体工事費」
、
ガスや電気の引き込みなどの
「付帯工
事費」
、
玄関へのアプローチや門扉などの
「外構工事費」
、
不動産取得税や新築に伴う固定資産税の増加、
登録免許税といった
「税金」
があります。
リノベーションなら、
「付帯工事費」
「外構工事費」
「税金」
を大きく抑えることができます。
また、
断熱性の向上は、
その後何
十年間もの光熱費を削減することができます。
建替えやリフォームを考えたとき、
まず、
費用面の比較から始めてください。

メリット

01

総費用が抑えられ、
工事価格を調整しやすい

2
19
67
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メリット

02

生涯コストは
リノベーションしても
同じ場合が

03

新築より安くすむのに、
新築に近いクオリティー

メリット

04

メリット

光熱費を
大幅に削減可能

家は
「一度手にすればもう終わり」
という物

新築は2020年には省エネルギー性能が

ではありません。暮らしていくうちに建物が

義務化されることでもわかるように、技術革

経年劣化してしまいますから、
外壁の塗り替

新により、
ここ20年ほどで、家の断熱性能や

えをはじめとした修繕費、
お風呂やキッチン

気密性能は格段に良くなりました。断熱性・

など設備機器のリニューアル、
日常の手入れ

気密性が上がるということは、
室内が外気温

や内装のリフレッシュなど、
その後必要にな

に左右されにくいため、
冷暖房の熱効率が向

る費用も考えておかなければなりません。
そ

上します。
つまり、
冷暖房に掛かる光熱費が

れらの費用を積算合計した金額を生涯コス

節約できます。

トと呼びます。

断熱性・気密性の高い家にリノベーションす

05

住まいの
税金が変わらない

TAX

新築の場合、本体工事費の15〜20％とさ

リノベーションは一度にまとまった費用が掛

家の劣化は外壁やクロスなど、
見える部分

ることで、光熱費が抑えられるとすれば、電

家を建替えるときに忘れてはいけないのが

れる付帯工事費、50万〜300万円が目安と

かるため高額に思われがちですが、
生涯コス

だけではありません。
水まわりの床下が湿気

気・ガス料金の値上げなどは考慮せず、単純

税金です。新築には当然、不動産取得税や

なる外構工事費が必要です。しかし、
リノ

トは意外とそれ以上高額で、
思い切ってリノ

や結露で腐食していたり、
欠けた外壁から内

計算すれば、50年住み続ければ数百万円も

登録免許税（不動産の登記）が掛かります。

ベーションなら、基礎や構造状態が良けれ

ベーションをしても、
そのまま使い続けても、

部に水が入り腐食を起こす、
こもった湿気で

差が出ることがあります。

その他、毎年、固定資産税と都市計画税を

ば設備配線・配管や外構をそのまま利用

将来的な総費用は大きくは変わらないので

壁の中にカビが発生、
シロアリの被害にあっ

リノベーションで数百万円もの光熱費が節

払わなくてはなりません。

し、工事費用を抑えることができます。

す。試算をすると、築30年目にリノベーショ

ているなど、
見えない家の内部にもダメージ

約できるとすれば、1千万円を超える工事費

その点、
リノベーションならすでに持ってい

また、間取りはそのままでインテリアや外装

ンをした場合、
その32年後にはコストが同じ

が及んでいる場合が少なくありません。

も気にならないのではないでしょうか。断熱

る不動産なので、不動産取得税や登録免許

デザインを一新したり、外壁はそのままで間

になるケースがあります。
それ以降は、
むしろ

いったん家を骨組み状態に戻すリノベー

性・気密性の高い家に変えてみる余地があ

税は不要です。
リノベーションでもリフォー

取りを変える、柱や梁だけを残して全てをリ

リノベーションをしておいた方が安くなると

ションでは、見えない躯体の傷みを補修し、

りそうです。

ム後の評価額から計算した固定資産税や都

ノベーションするなど、予算や目的に合わせ

いう結果すら出ています。

断熱・遮熱・耐震・通気・換気性能を備え、

市計画税が変わる場合もありますが、新築

てリフォーム範囲が変更できるため、本体

ある程度の築年数でリノベーションすること

防蟻処理を施した骨組みに作り替えます。

ほどの金額にはならないでしょう。
そう考え

工事費用を調整することができるのです。

も、
ライフプランに組み込んでおきましょう。

さらに、最新の設備仕様を設置すれば、見た

ると、支払うべき税金は、同じような家であ

現在

目はもちろん、家の内部から機能まで新築

るにもかかわらず、
リノベーションの方が大

に近いクオリティーになるのです。

幅に少なくて済みます。

それでも、更地にして基礎から作る新築よ

また、忘れてはならないのがリフォームの減

り、基礎や柱など元の家を活かして作るリノ

税制度です。耐震、省エネ、バリアフリーを

費用を抑えたい場合は、
これまで使用してい
た玄関ドアや屋根、給湯器、便器など一部部
材を活かすことで節約することも可能です。
さらに、
部屋ごとに工事をすることで、
工事期
間中に仮住まいを借りたり、何度も引っ越
しをする費用を抑えることができます。1軒
分の荷物を運び出したり、
仮住まいに掛かる
半年近くの家賃はかなりの金額です。
少々不
便を承知なら費用を抑えることができます。
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メリット

（千円）
100,000

32年目

リノベーションを行った場合の
家の生涯費用

75,000
50,000

リノベーションをしない場合の
家の生涯費用

25,000

0

15

30

リノベーション

45

60
（経年数）

注）30 年目のリノベーションの方法
・省エネ性能
: 平成 25 年基準
・太陽光システム : 発電能力 13kW/h
・設備機器
: 30 年目で最新のものに取替

ベーションの方が、本体工事費用は抑えら
れます。建替え新築より費用が安いにもか

ECO

伴うリフォームの場合、それらは減税対象
になる場合があります。
また、
ローンを組む

かわらず、新築に近いクオリティーになる

場合はローン型減税もあります。ただし、

のがリノベーションのメリットです。

いずれも条件があるので、
あらかじめ調べて
おくと良いでしょう。
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具体的に比べてわかる、リノベーションのメリット

〜 費 用 編 〜

建替えやリフォームに掛かる費用は、
「解体工事費」
「本体工事費」
「付帯工事費」
「外構工事費」
「税金」
と個別に考えなければ、
メリットは
見えてこないでしょう。特にリノベーションの場合、
自分たちには不要な費用、
節約できる費用が含まれているかもしれません。
そこで、
具体例からみた費用をご紹介します。

《住まいの選択肢における費用の比較例》

建替え新築

新築二世ベーシック41坪

新築を想定

部分リフォーム

リノベーション

LDK・浴室・洗面のリフォームを想定

新築二世ベーシックプラン41坪 プランオプションを想定

解 体工事

157.1万円

30万円

131.2万円

解体工事には、職人さんの人件費の他、工事に必要な重機や

必要な部分だけ解体するため、職人さんの人件費や廃棄物処

残して使える物は解体しないため、廃棄物処理費用が抑えられ

建物養生費用、廃棄物処理費用が掛かります。

理費用が抑えられます。

ます。慎重な作業が必要なため、費用は掛かりますが、
トータル

（3.7万円／坪 41坪=157.1万円）

に考えましょう。
（3.2万円／坪 41坪=131.2万円）

本 体工事

2,460万円

500万円

1,230万円

家をゼロから作るため、
本体工事費用がそっくりそのまま必要

リフォームする範囲が狭いので、本体工事費用はそれほど

使える部分はそのまま使うため、本体工事費用はかなり抑える

です。場合によっては整地などが不要になることもあります。

掛かりません。ただし、職人さんの人件費などは割高になる

ことができます。
どこまで残すかによって、費用には大きな差が出

でしょう。

ます。
（30万円／坪 41坪=1,230万円）

（60万円／坪 41坪=2,460万円）

付 帯工事

200万円

0円

120万円

ガスの引き込みから、照明器具やカーテン、エアコンなどの

すでに使用しているため、ほとんどの付帯工事は不要になり

ガスや電気の引き込みなどは、
すでに使用しているものが使える

付帯工事費用は、基本的に全て必要となります。

ます。必要な箇所だけ、必要に応じて付帯工事をすることがで

ため、照明器具やカーテン、一部のエアコンなど必要最小限の付

きます。

帯工事ですみます。

（概算金額

外 構工事
税 金

（参考）

200万円）

100万円

0円

門、
フェンス、
アプローチなど、基本的なものの費用が掛かり

外回りをリフォームしない限り、基本的には外構工事費用は

フェンスや門、
エントランスなどのリフォームを希望しない場合、

ます。

掛かりません。必要な場所だけの工事ですみます。

そのまま使用するため、
ほとんど必要ありません。

□登記費用…… 20万円位
□不動産取得… 10万円位
□固定資産税… 初年度〜3年間 7万円前後（※3年間まで減免あり）
4〜24年 15万円前後
毎年1/25 減額

□固定資産税…………既存住宅として課税評価

□固定資産税…………既存住宅として課税評価（※）

計

2,917.1万円

0円

ここがポイント!
解体工事費用だけを比較すると、
リノベーションが高額になって
しまいますが、費用全体を見ると、
この差は他で補うことができ
ます。

ここがポイント!
あるものを活かすことができるため、本体工事費用を抑えること
ができます。
また、予算と照らし合わせて、本体工事費で総体費
用を調整することも可能です。

ここがポイント!
不要な出費を防ぐという意味でも、付帯工事費用が節約できる
のは嬉しい点です。
その分の費用を他に回し、理想の暮らしを手
に入れましょう。

ここがポイント!
あまり掛からないため、費用を安く抑えることができます。予算
と総体費用を比較して、余力があればフェンスや門などを新しく
することも可能です。

ここがポイント!
建替えでは本体価格が高額なため、税金もかなりの金額になり
ます。
リノベーションなら、既存住宅として評価されるため、抑え
ることが可能です。

建替え新築の

530万円

約半分で!!

1,481.2万円

耐用年数を考えると、

結果的にリノベーションがお得に!

（※）
自治体によっては、
リノベーションにより評価を変更する場合があります。
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老後の資金計画から考える、セカンドライフの住まいとお金
セカンドライフを前に、
自分たちの暮らしに合ったリフォームを計画される方も多いことでしょう。
「老後の資金計画にリフォーム費用は入っていなかった」
「今からローンを組むのは不安」
「費用的に可能なら、
住みやすい家にしたい」
と考えている皆さまに、
リノベーションの資金作りをご紹介します。

■ 高齢夫婦無職世帯1カ月の平均収支は？

シニア世代

リフォームローン・制 度

その他 1万5677円

収入

毎月赤字
4万1,191円

公的年金など
20万8,080円

22万3,757円

光熱費 1万9,220円

支出

税金など
3万393円

26万4,948円

食費
5万7,935円

リノベーションにはそれなりの費用が必要です。手持ちの資金では不安だという場合、
リフォームローンやリフォーム融資制度なども検討してみませんか？
シニア世代でも安心なリフォームローンやリフォーム融資制度が色々あります。

保険・医療 1万4,959円

教養娯楽
2万9,315円

におすすめの

ここで紹介するものは、代表的なものですが、銀行や信販会社を始め、

その他

LIXILリフォームショップに相談してください。

住居 1万4,921円
出所 : 総務省「家計調査報告」
（平成22年）
をもとに作成

リノベーションを検討している
Aさんの老後の資金計画

A
B

現在の手持ち資金

60〜85歳までの
収入

貯蓄

老後の生活資金を
考慮しても、
リノベーションなら
手が届きそうです!

おすすめ その1
シニア向けローン

シニアライフローン
対象 完済時80歳

審査 個別審査

信用金庫が提供しているシニアに特化したローンの特徴は、連帯保証人
が原則不要で、必要書類が少なく、無担保での長期分割返済が可能な
点です。年金収入のみの方でも利用可能で、最長10年まで借りられ完済
は80歳までが一般的です。

…………………………………………… 1,000万円

退職金など ……………………………………… 2,000万円

年金
（63〜85歳、
夫婦）
22.4万円/月 264カ月 … 5,913万円
給与収入（60〜65歳）15万円/月 60カ月 …… 900万円

合計
3,000万円

合計
6,813万円

おすすめ その2
高齢者向け
リフォーム融資

高齢者向け返済特例融資制度
住宅金融支援機構

http://www.jhf.go.jp/

対象 満60歳以上の方

対象工事 バリアフリー工事、耐震工事

満60歳以上の方が住んでいる家にバリアフリー工事や耐震改修工事を
伴うリフォーム融資について、毎月の支払いは利息のみという高齢者向
け返済特例制度を実施しています。
元金は連帯債務者を含む申込人全員が亡くなられた時に一括返済か、
担保の処分により返済します。

60〜85歳までの
支出

C

生活費26万円/月 300カ月 ………………… 7,800万円
予備費（介護、病気の備え） ……………………… 300万円

合計
8,100万円
おすすめ その3

A

+

B

−

C

＝

新築二世イノベーション費用

1,713万円 〉

1,481万円

不動産担保ローン

新型リバースモーゲージ
『充実人生』
東京スター銀行

https://www.tokyostarbank.co.jp/

対象 55歳〜80歳まで

月々の支払い 利息のみ

55歳〜80歳までのシニア世代を対象とした新型リバースモーゲージ
『充実人生』は、毎月の支払いが使った分の利息のみで、融資は生涯、
元本の返済は契約者が他界してからの不動産担保ローンです。
利用条件を満たしていれば、配偶者が融資を引き継げます。
※利用可能な地域は、事前にお問い合わせください。
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2 「品質」から見たリノベーションのメリット
「経年劣化」
という言葉が示すように、
家は建てたその瞬間から雨風に打たれ、
太陽光にさらされ、
過酷な環境のもと、
劣化が始まります。
逆に、
家に関わる技術革新は進み、
年を経るごとに高品質でデザイン的にも優れた部材や設備仕様が登場しています。
劣化した家を全面的にリフォームして優れた部材に変えれば、耐震性・断熱性・耐火性・防犯性などが格段に上がります。
リフォームを検討する上で、家のどのような品質が向上するのか、細かく検証していきましょう。

メリット

01

耐震性・断熱性など、
住まいの性能が向上

メリット

02

今の住まいの
良さを残して、
リニューアルできる

t

y
10

間取りやデザインの
自由度が高い

い」
と思っても、
いざ、取り壊して建替えとな

同様の家を作ることもできます。強度の問題

￥

UP

05

創エネ住宅への
リフォームも可能

から、撤去できない耐力壁があったり、一部
制約はあるものの、部屋を広げたり、浴室の
場所を変えたりと、間取りをほぼ自由に変
更できます。

リフォームが可能です。柱や梁、建具などを

部分リフォームの場合は、間取りが大幅に

残すだけでも、思い出は新しい家で息づい

変わらないため、
リフォーム部分のスペース

ユニットバスやシステムキッチンなどは、後

ていくことでしょう。また、家への思いを後

家の経年劣化は、目に見える場所のみなら

内でしか変更することができません。収まる

環境が問題となっている今、エネルギー消

から比較的簡単に個別リフォームできます

世に継承していくこともできます。外した部

ず、
目に見えない場所、機能面など様々あり

設備仕様にもおのずと制限があります。例え

費量を節約する省エネだけではなく、
太陽光

が、家そのものの性能を決定づける耐震性

材を別の場所に使用し、
よみがえらせること

ます。
目に見える場所の劣化は、内装や外壁

ば、浴室をリフォームする場合、いくら広い

発電や家庭用燃料電池など、一歩進んだ

能・断熱性能・気密性能・耐久性能などは、

が可能です。

の汚れや傷、外壁の腐食、
コンクリート基礎

バスタブに変えたくても、空間に制約がある

創エネが注目されています。

建てた後で簡単に性能アップすることがで

古い家をリノベーションして二世帯住宅に

のクラックなど。目に見えない場所の劣化

ため、収まるユニットバスの中から選ぶこと

太陽光発電は、温室効果ガスを排出するこ

きません。
それらの性能をアップするチャン

する場合など、親世帯のスペースはこれまで

は、
シロアリ被害、浴室や洗面所など水まわ

しかできません。
その点、
リノベーションは間

となく電気が作れると同時に、電力会社から

スが、
リノベーションなのです。

の住まいの良さや雰囲気を残して和風に、

りの下地の腐食、屋根の劣化による屋根裏

取り変更や外観デザインなどの自由度が大

購入する電力が減ったり、売電することで家

リノベーションの際に耐震診断を行い、壁

子世帯のスペースは現代のライフスタイル

の腐食、継ぎ目の劣化による壁内部の腐食

幅に向上します。

計も助かります。

に適切な補強をすれば、いつ起こるかわか

に合わせた洋風にと、
リフォームにメリハリ

などです。
さらに、機能面の劣化は、給排水

家庭用燃料電池は蓄電池と違い、水素と酸

らない地震にも安心でしょう。壁や断熱材

をつけることもできます。見た目が新しくて

管の劣化による水漏れ、屋根の劣化による

素を電気化学反応させて電気と熱を作る方

で断熱性能を高め、サッシや外壁などの気

も、思い出と共に暮らせるのは、リノベー

雨漏りなど、多岐に及びます。

法です。
こちらは熱も作り出せるので、その

密性を上げれば、遮音性能も上がります。

ションならではです。

劣化に伴い、家の資産価値は徐々に下がっ

熱でお湯を沸かし、給湯に利用することがで

火に強い壁、水や汚れをはじく外壁を採用

ていきます。一般的には、新築時の資産価値

きます。

すれば、耐風・耐水・耐防火性能も大幅に向

を100％として、毎年5％ずつ価値が減少

火力発電所で作られた熱がムダになったり、

上するでしょう。

し、10年後には50％、20年後にはほぼゼロ

送電線を通って運ばれる間に電力の一部が

1980年代以前と比べると、家の性能は格

になるとされています。

失われていることを考えると、
これらは非常

段に上がったと言われます。
リフォームを考

リノベーションをすれば、見た目だけでな

えているなら、
リノベーションで家の性能を

く、品質や性能が上がります。

アップさせてはいかがでしょうか。

W
ro ork
om

i

メリット

要構造物だけを残して解体し、そこに新築

リノベーションなら、残したい部分を残し、

l

気づきにくい
住宅の劣化を見直し、
新築時の品質を維持

04

い」、
「二世帯住宅にして、孫たちと同居した

ます。

a

メリット

リノベーションでは、基礎と柱や梁などの主

ていて便利な部分もある」
と悩むことがあり

u

03

「見た目も古くなったので、家を新しくした

ると、
「今の家には思い出もあるし、使い慣れ

Q

メリット

に効率的な発電方法といえます。

Living

Terra
ce

W.C.

災害などでの不測の停電が心配されている
現代、創エネの仕組みを取り入れておけば

Bath
room

Kitchen

安心です。
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具体的に比べてわかる、リノベーションのメリット

〜 品 質 編 〜

「費用も時間も掛けずに、
見かけも品質も新築同様の家を手に入れたい」
と思っても、
はたしてどこまでリフォームできるのか、
気になるとこ
ろです。
そこで、
「空間」
「
、デザイン」
「
、耐震・制震・耐防火性能」
「
、断熱性能」
「
、バリアフリー化」
「
、創エネ」
に分けて、
リノベーション前と
後とを比較してみましょう。
中途半端にリフォームしても、
家の品質は上がらず、
数年後にまたリフォームしなければならないかもしれません。
これからも快適に長く住み続けるためには、
どんなリフォームが必要なのか、
どこまでできるのかを検討してみてください。

1 空 間

空 間

デザイン

統一感のないデザイン

度重なる地震が心配

子どもたちが独立し、細かく仕切られた子ど
も部屋が空き部屋になってしまいました。間
取りが使い難く、
コンパクトな動線に変えた
いと考えています。

汚れてきた壁紙をその都度貼り替えたり、壊
れた場所を直していくうちに、なんとなく統
一感のない屋内になってしまいました。

かつて建てられた家は、
あまり耐震性能に優
れていません。
だからといって、
耐震補強をす
るとデザイン性が劣ってしまうこともあります。

生活に合った間取りに

インテリア変更で新鮮に

地震や火災に強い家に

部屋をつなげて広々とした空間にするなど、今の
ライフスタイルに合わせた間取りに変更できま
す。水まわりや窓まわりなどは、最新の部材を入
れることができます。

室内のインテリアスタイルや外観スタイルを一新
することで、統一感のあるコーディネートで、新鮮
なイメージに生まれ変わります。

壁面に耐震補強金物
『ハードロックII』
や、
特殊な
粘 弾 性ゴムを使った制 震システム『 T R Cダン
パー』
を入れ、
大きな地震でも安心できる家に。
ま
た、
外壁などの工夫で火災に強い家にできます。

リノベ ーション

今の住まいの
ここをCHECK!!
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3 耐震・制震・耐防火性能

耐震・制震・耐防火性能

使わない部屋がある

断熱性能

2 デザイン

ならこん なに安心 !

バリアフリー化

創エネ

冷暖房費を見直したい

年齢とともに住みづらく

安心できる電力を

断熱性能の低さが古い家の弱点と言われる
ように、夏は暑く、冬は寒く、その結果、光熱
費がかさんでしまいます。

デザインとして作られた段差、
お風呂のまた
ぎ、階段ステップの高さなど、若い頃には何
でもなかった場所も、年齢を重ねるとついつ
まずくことがあります。

創エネで光熱費を節約！ 地球に優しいエコ
な電力を取り入れておけば、停電など不測の
事態の備えにもなります。

4 断熱性能

5 バリアフリー化

6 創エネ

家全体を総合的に断熱

年齢を重ねても安心

太陽光発電で創エネ

壁面に優れた断熱材を入れたり、窓を遮熱・防露
性に優れた複層ガラスに。同時に換気システムを
見直すことにより、家全体を一年中快適な住まい
にします。

部屋と廊下の段差をなくしたり、車いすでも入り
やすい浴室、転倒防止の手すり設置など、家の中
をバリアフリー化することで、長く、安全に暮らせ
る家になります。

太陽光発電システムを設置すれば、光熱費が節
約できます。
また、屋根に太陽光パネルを設置す
ることで、断熱効果も上がり、夏は涼しく、冬は暖
かく過ごせます。

13

具体的に比べてわかる、リノベーションのメリット

〜 品 質 編 〜

1 空 間

2 デザイン

機能空間で快適な生活

内装・外観を総合的にコーディネート

先進

外観スタイル

シンプルモダン

長く暮らすうちに、家族構成や暮らし方が変わり、間取りがライフスタ
イルに合わなくなってしまうことがあります。細かく仕切られた子ども
部屋を広々としたリビングに変えたり、狭い脱衣所を車いすでも入れ

見た目で劣化が気になるのは内装や外壁でしょう。特に外観デザイン
毎日お手軽にできる
節水対策

る広い脱衣所と段差のない浴室に変える、窓の少ない部屋を光や風

節水

と触れあえる明るいリビングにする、孫たちが集まれる広いウッド
デッキを作るなど、
お気に入りの間取りに変更してはどうでしょう。
さらに、節水型トイレ、高断熱で節水型のシステムバス、内窓をつけて
断熱・遮熱効果を上げる、扉を閉めたままで採風できる玄関ドア、調

部屋全体で、
電力に頼らない
調湿を

い、
エコな住空間を実現することができます。
毎日、長時間を過ごす空間だからこそ、
ライフスタイルに合った、
くつろ

風を操り、
湿気・室温を
最適にキープ

節電

採光

日差しを調整
すれば、
一年中快適に

空間部位

ハンドシャワー水栓付きキッチンでかしこく節水

洋風

洋風カジュアル 洋風カジュアル
（北欧風）

本格和風

（南欧風）

オーセンティック
本格洋風

（英国風）

ンなデザイン」や、開放感あふれる南欧風や落ち着いた北欧風などの

伝統

「洋風デザイン」、木目調や格子を組み合わせた和モダンや数寄屋風

スタイリッシュカラー
白・黒・グレーなど

シュカラー・ナチュラルカラー・シックカラーといった
「色」
の組み合わ

に合わせて、
トータルにコーディネートしてみませんか。

例えば

和

風

和

風

水平基調・格子など

インテリアスタイルも、和風・現代風・洋風といった「形」、スタイリッ
せから、思い通りのコーディネートが可能です。
ライフスタイルや好み

形

インテリアスタイル

様々なイメージにデザインすることができます。

色

明色の木・土など
自然素材のカラー

シックカラー

暗色の木・石積みなど
落ち着きのあるカラー

和

風

スタイリッシュ
現代風

ナチュラル
和

直線基調でシンプル

現代風

スタイリッシュ

ナチュラルカラー

現代風

ナチュラル

洋

風

洋

風

装飾や曲線など

スタイリッシュ
洋

風

ナチュラル

風

現代風

洋

風

シック

シック

シック

わ が 家 の セ ン ス で 、 お しゃ れ な 住 ま い に 。

インテリア

外 観
空間をデザインする

呼吸する壁で調湿を
微細な孔をもつ『エコカラット』は、

ることで、冬は冷え込みを抑え、夏は

和風

外観スタイルは、
片流れ屋根や洋館のシルエットをアレンジした
「モダ

地球にサイフに
やさしい節電エコ

リビングにガーデンルームをつなげ
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断熱
遮光

採風

ガーデンルームで遮熱

開放感のあるテラスで自然浴

壁はもちろん、外壁も剥がし、好みのデザインと性能に作り直すことが
できます。

地 球 に も 家 族 に も や さし い 工 夫 を 、 す み ず み に 。

間 取り

は、
住まいの第一印象を決める大切な要素です。
リノベーションなら、
内

などの「和風デザイン」
と、素材のテクスチャーや色合いにこだわって、

げる快適な家にしてみませんか。

例えば

遮熱

調湿

湿をする壁、
日差しをさえぎるオーニングなど、家の部材を新しくする
ことで、節水や節電などの省エネを実現し、エネルギー消費に頼らな

夏も冬も快適に

ナチュラルモダン
洋風モダン
和モダン

「呼吸する内装壁材」
とも呼ばれ、室

はるかべ工法で美しく

キッチンにも、
リビングにも、玄関に

質感のある焼きもののタイル、気品あ

も、全て同じ収納ユニット
「タスボック

ふれる大理石、華やかなラグナロック
など、
『はるかべ工法』
で施工すれば、

直射日光で暑くなるのを防ぐことが

内の湿度が高くなると湿気を吸収し、

ス」を使うと、家全体をひとつながり

できます。
また、
ガーデンルームは，天

湿度が低くなると湿気を放出して快

の空間としてトータルコーディネート

表現力が広がります。家の形を活か

気のいい日は光や風と触れあえる、開

適な空間を作ります。同時に、臭いを

することができます。
ライフステージ

し、
タイルどうしを組み合わせること
も可能です。外観の魅力を最大限に

放感のあるおしゃれなスペースにな

吸着するので、気になる空気中の臭

の変化に合わせて、収納を増やす、減

ります。

いを軽減します。

らすも自由自在です。

不快な湿気や生活臭をゼロエネルギーで解決

キッチンは節水効果も

扉を閉めても風が通る

インテリア収納で家全体をデザインする

タイルの凹凸が陰影を生むことで趣ある壁面に

サーモタイルで暖かく

表現しましょう。

耐候性に優れた外壁

対面式キッチンに変えると、家事をし

扉を閉めたままでも風が通る採風玄

浴室床や洗面床などを、独自の空気

『乾式外装壁タイル』は、温度や湿度

ながらも、家族との一体感がもてま

関ドアなら、玄関ドアに鍵をかけて安

を含んだ断熱層のあるサーモタイル

などの気候変化に優れているため、長

す。
ハンドシャワー水栓などを取り入

全性を確保しながら、自然の風を通

にすれば、冬に素足で床に立っても、

期にわたって外観を美しく保つことが
できます。
レンガ調から微細なテクス

れれば、節水効果も期待できます。欲

し、換気することができます。極力エ

ひんやり感がありません。
デザインや

しいものにスッと手が届く収納など、

アコンを使いたくないご家庭にはう

カラーのラインナップも豊富なので、

チャーを施したものまで、多くのライ

機能性の高いキッチンが人気です。

れしい玄関ドアです。

トータルにコーディネートできます。

ンナップから選ぶことができます。

扉を閉めたままでも採風できるリフォームドア

タイル自体が浴室床の冷たさを解消

美しい外観を長く保つ優れた耐候性
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具体的に比べてわかる、リノベーションのメリット

〜 品 質 編 〜

3 性能［耐震・制震・耐防火］

4 性能［断熱］

様々な災害に備えて

光熱費の節約につながる断熱性

阪神・淡路大震災後に耐震基準が見直されるなど、
ここ十数年で、
耐震・

理想は「夏も冬も快適」な家ですね。その願いを叶えてくれるのが「家

制震・免震に関する考え方が大きく変わってきました。
1981年以降に建

の断熱性」。断熱性の高い家は外気の温度を室内に伝えず、室内の温

てた家も一度、
耐震調査・診断を受けると良いでしょう。
耐震性が足りな

度を外に逃がさないため、あまり冷暖房を使う必要がなく、光熱費を

い場合は、
リノベーションと一緒に耐震補強することをおすすめします。

抑えられます。

外観の美しさをよみがえらせると同時に、
耐震性もアップさせるのです。

逆に断熱性の低い家は、冷暖房を強くしても、外気の影響を受けて夏も

耐震補強は、
地盤・耐力壁・床剛性・重量・接合部を総合的に考える必要

冬も、なかなか快適な室温になりません。
そればかりか、暖房している

があります。耐震性が弱くても、瓦屋根を金属屋根に変えるなど、
リ

部屋と、廊下やトイレなど暖房していないスペースの温度差が大きくな

フォームで建物を軽くすれば地震に強くなります。
壁の中に耐震補強金

るため、
ヒートショックの原因にもなります。

物
『ハードロックII』
や制震システム
『TRCダンパー』
を入れることで、
耐

さらに、断熱性の低い窓や壁は、結露を起こしやすく、
カビや細菌繁殖

震性や制震性を上げることもできます。壁がしっかりしている場合、床

の原因にもなります。結露は健康にも良くありませんし、壁の内部に防

や接合部に負荷がかかるので、
接合部を検証する必要があります。

湿層がないために起きる内部結露は家の劣化にもつながります。ぜ

火災は自分たちが気をつけていても、
周囲からもらい火をすることがあ

ひ、断熱性の高い家へのリノベーションをご検討ください。

ります。
でも、外壁材をリノベーションで耐防火性の高い材質に変え
れば安心です。

耐 震 ・ 耐 火 性 能 を 供 え た 、 安 心 で きる 住 ま い に 。

例えば
耐 震・制震

『ハードロックII』による補強

耐防火

16

断 熱

結 露

防火窓で延焼を防ぐ

断熱はトータルに

複層ガラスで結露防止

建物は壁で強度を出します。
しかし、

サッシに使われるアルミは溶け出す

古い家は断熱材が不十分な場合が

ガラスを重ねた複層ガラスは、
ガラス

窓は大きくして室内を明るくしたいも

温度が低く、火災に弱いという欠点

多くあります。床下や壁、天井裏など

の間に空気の層ができるため、断熱

のです。
そんな場合、壁の内部に耐震

があります。
そこで、
サッシまわりを埋

の隙間に、断熱性に優れた『グラス

性が高く、外気を直接伝えにくく結露

補強金物『ハードロックII』
を入れるこ

め込み式にした
『スマートシナジーシ

ウール』を充填することで、家をトー

も起こしにくいことが特徴です。遮熱

とで、壁強度を大幅に強化し、安心し

ステム』採用の防火戸に変えれば、防

タルに断熱できます。
どこか一カ所で

て暮らすことができるようになります。

火性と同時に高い断熱性が得られま

も断熱性が低いと、熱はそこから逃げ

す。

てしまいます。

フレームのスリム化と最高水準の断熱性能を実現

揺れを熱エネルギー
にして吸収

筋かいタイプ

寒 い 冬 も 暑 い 夏 も 、 快 適 な 暮 らし 。

少ない壁は耐震補強

『ハードロックII』+耐力面材による補強

揺れに応じて
ダンパーが伸び縮み

例えば

グラスウールを敷きつめ、暖かい住まいに

空気層
室外側
ガラス

室内側
ガラス

性能にも優れた商品もあります。

遮熱・断熱機能で効果的に熱をコントロール

換気システムで快適に

外壁リフォーム
（張り替え工法）

や防露のみならず、UVカットや防犯

内窓で冷暖房費を節約

断熱リフォームと同時に換気システ

家の中でも熱の出入りが激しい窓に

壁の内部に特殊な粘弾性ゴムの入っ

AT・WALL（窯業サイディング）
に張

ムを見直し、計画的な給気と排気を

内窓をつけて二重窓にすれば、外の

た制震システム
『TRCダンパー』
を入

り替えることで、防火性が向上し火災

行うようにすれば、常に新鮮な空気を

熱を内に伝えにくく、内の熱を外に逃

れることで、揺れでダンパーが伸び縮

の被害から建物を守ります。防水性・

室内に循環させることができます。

がしにくくなり、冷暖房費を節約する

みし、地 震 エネルギーを熱 エネル

耐久性がアップすることで、建物の寿

より快適で健康的な空気環境にする

ことができます。
また、気密性の高い

ギーに変換して吸収することができ

命も延ばすことができます。

ためには優れた換気システムが欠か

サッシも断熱効果が上がります。

ます。繰り返す地震にも効果的です。

高性能SWパネルで住まいの基本性能が向上

換気システムがあれば、新鮮な空気が循環する家に

せません。

内窓を取り付けて、室内温度の上昇を抑える
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具体的に比べてわかる、リノベーションのメリット

〜 品 質 編 〜

5 性能［バリアフリー］

6 性能［創エネ］

住む人にやさしい家を

一歩進んだ創エネを

年齢を重ねていくと、少しの段差につまずきやすくなるなど、若い頃と

断熱性能を高めた
「省エネの家」
を、
さらに一歩進めた家が「創エネの

同じ住環境では不便が生じてきます。家庭内事故を未然に防ぐために

家」。創エネとは電気や熱などのエネルギーを作り出すことです。

は、段差をなくしたり手すりをつけるなど、家の中のバリアフリー化が

代表的なものが、太陽光で発電をする太陽光発電システムで、太陽の

望まれます。

陽が差す昼間に発電し、余った電力は自動的に電力会社に売却され

また、介護が必要になったり、車いすでの生活なども考えると、出入口

る仕組みになっています。

を開口部が広い引き戸に変える、
ゆるやかな勾配のスロープを設置す

また、太陽光発電以外にも、家庭用燃料電池で電気とお湯を作り出す

る、
浴槽を低くするなど、見直さなければならない部分も出てきます。

コージェネレーションシステムがあります。

一方、バリアフリー化された家は、段差が少ないため掃除もしやすく、

住宅での創エネは地球環境にやさしいことから、補助金制度もありま

小さなお子さんが走りまわっても安心、高さの低い浴槽は小さなお

す。
リノベーションでは、エネルギーを節約する省エネから、一歩進ん

子さんもまたぎやすいなど、高齢の方のみならず、若い世代にも使い

でエネルギーを創る創エネを考えてみませんか？

やすいものです。

創エネは大地震時などの災害用非常電源としても優れています。

全体のバリアフリー化を考えてリノベーションをすれば、
いつまでも安
全で暮らしやすい、住む人にやさしい家に生まれ変わります。

例えば

年 齢 を 重 ね ても、 安 心 の 住 まい に 。

加 齢 対応

移動し易く

浴室段差の解消

18

太 陽 光 発 電 でエコな 住 まいを 。

太陽光発電
介助を考えて引き戸に

段差解消で転倒防止

床段差の解消

例えば

エネファーム
発電効率が決め手

発電と同時にお湯も

室内事故の中で発生件数が多いのは

重心の位置を変えずに開け閉めがで

光 熱 費 を 節 約 できる太 陽 光 発 電

ガスを利用して発電し、
その際の排熱

転倒事故です。若い頃には気になら

きる引き戸は、
お歳を召した方にも開

『ソーラーラック』は、発電効率が高

で、
お湯を沸かすコージェネレーショ

なかった段差も、年齢とともに危険な

け閉めしやすいドアです。また、引き

く、長期の保証がメリットです。

ンシステム
『エネファーム』
。

ものになります。部屋と廊下、浴室と

戸は車いすに乗ったままで開閉でき

使わなかった電力は電力会社に売る

補助金や助成金も出されています。

脱衣所などの段差を解消し、つまず

る優しいドアが良いでしょう。開口部

ことができます。

きを予防することで、転倒事故を防ぎ

を広くできるので、介助者も通りやす

ましょう。

くなります。

開け閉めしやすい引戸

浴室を安全にする

スロープ

浴室と脱衣所の段差をなくし、浴槽

玄関前のエントランスなど、段差の横

を低くしてまたぎやすく。床タイルを

に勾配のゆるやかなスロープをつけ

滑りにくい素材に、浴槽まわりに手す

れば、
たとえ将来、車いすでの介護が

りをつけ、入口ドアを引き戸にして開

必要になっても安心です。バリアフ

口部を広く。浴室をバリアフリー化し

リー化については、将来を見すえてリ

て、安全性を高めましょう。

フォームすることも大切です。

ソーラーラック

売電・買電システム簡易図
（売買切替は自動）

晴天時、
1日の発電と
消費電力の推移

エネファーム

貯湯ユニット

●システム構成

燃料電池ユニット
都
市
ガ
ス
・
L
P
ガ
ス
・
灯
油

水素
燃
料
処
理
装
置

酸素

燃料電池スタック

電気

熱

熱
回
収
装
置

貯
湯
タ
ン
ク
お湯

給水

屋外スロープ
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3 「工期」から見たリノベーションのメリット
建替え新築やリフォームでは、
住んでいる家やその一部を壊して新しくするというケースが多いでしょう。
その場合、
施工期間中のご家族
が暮らす場所が問題になります。工期が短ければ、一時的な仮住まいで生活したり、
リフォームをしない部屋に荷物を寄せ集めて生活
するという不自由な暮らしが短くてすみます。
リノベーションでは、新築に比べると契約や着工までの期間が短く、工期も短いことも
大きなメリットです。

メリット

01

工期は
建替え新築の
約半分に！
工事名
工事場所

メリット

02

必要に合わせて
リフォームできる

メリット

メリット

プランや工期は
要望に合わせて

ライフスタイルを考えて
「間取りはそのまま

Reform
Plan

で、内装や設備を新しくする」のか、
「 間取り
まで大きく変更する」のか。あるいは性能を

施工者

03

04

施工中に
引っ越しをしなくてよい
場合も

メリット

05

さらに、
品質や工事補償が
充実

建替え新築では住んでいた家をすべて壊し
てしまうため、施工中は荷物を運び出し、仮
住まいを探して住む必要があります。
引っ越

考えて、
「壁まで剥がして地震に強い家にす

しに掛かる労力や時間、費用は相当なもの

る」
のか。
「基礎にも補強を入れる」
のか。

です。当然、家ができあがったら、
もう一度、

リノベーションでは、耐震調査・診断の結果

引っ越しをしなければなりません。

や、工 期 、予 算も考えながら、どこまでリ

リノベーションでは、施工中は工事をしてい

フォームするのかを決めることができます。

ない部屋に荷物を移して住みながらの工事

リノベーションに詳しいリフォーム店では、

も可能です。つまり、運び出す手間も、引っ

保険

補償

保険

建替えで家を新築する場合、基礎を含めて

ライフスタイルに合わせたリフォーム、性能

リノベーションでは、
「間取りは変更せずに、

越しに費やす労力も不要。
もちろん、
その分

リノベ ーションは 安 心して任せられるリ

すべてを解体し、基礎工事からやり直して家

向上や補強を考えたリフォームを行うため、

住まいの設備や内容･外装を変更させて、住

の費用も掛かりません。

フォーム店を選ぶことがポイントです。総合

を建て、配管や配線なども新しくしなければ

どこまでを新しくしたらいいか相談すること

まいを一新させる」、
「家族構成やライフスタ

仮住まいに引っ越せば、慣れない土地で不

力のあるLIXILリフォームショップによる

なりません。
ところが、
リノベーションは解体

ができ、必要最小限の工期で、満足できるリ

イルに合わせて、間取りやデザインを新しく

便な生活を強いられるでしょう。
しかし、住

リノベーションでは、水まわりや設備、建材

するのはリフォームする部分だけです。基礎

ノベーションが可能です。

する」、
「歴史を継承し、新しい価値を創るな

みながらの工事なら、家から学校や仕事に

などを豊富に揃えているのみならず、住宅

や下地は残して最大限に利用するため、そ

リノベーションは価格だけで業者を決める

ど、新築以上の価値創造を目指す」など、

通うことも、
いつものスーパーで買い物をす

を知り尽くした住まいのプロが施工するた

れらにかかる工期が短くなります。通常、基

のでなく、住宅のことを知り尽くしているか

様々なプランが考えられます。

ることもできるのです。

め、品質や性能に対する安心感が違います。

礎工事には約1カ月かかりますから、基礎工

どうか、細かく相談できるかどうかを見極め

工期についても、
「なるべく短い工期で、必要

些細なことに思われがちですが、住み慣れた

リノベーションでは、有資格者が現地調査・

事が不要というだけでも工期は大きく短縮

ることも大切でしょう。

最小限のリフォームにとどめ、家を一新した

場所にいるのと、慣れない土地に移るので

床下調査で目視の耐震調査を行うと同時に、

できます。

い」、
「多少、工期が長くなってもいいから、家

は、精神的な負担は大きく違います。

必要により耐震診断も実施し、耐震補強計

同時に、解体や仮設工事、躯体工事、外構工

の構造を根本から見直したい」
など、要望に

事などの期間も短縮されるため、基礎の補

合わせてフレキシブルに変更することがで

強や増築がなければ、
リノベーションの工

きます。

期の目安は建替え新築の約半分です。

お施主さま一人ひとりに合わせたリフォー

さらに、LIXILリフォームショップによるリノ

リノベーションでは、元の家をどこまで残す

ム内容や工期が決められるところが、
リノ

ベーションでは、工事中に、万が一事故が起

かで工期は変わり、残す部分が多ければ多

ベーションのメリットです。

こった場合でも、
お施主さまや、第三者に対

画を設計。
シロアリ対策も行うなど、いつま
※住みながらの工事は、工事内容によりできない
場合があります。

でも安心安全に暮らしていただけるような
取り組みがなされています。

いほど工期は短縮されます。工期が短けれ

しても、その損 害を補 償する保 険 制 度が

ば、工事期間の煩わしい不便な暮らしも短

整っているため安心です。

縮されるのです。
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具体的に比べてわかる、リノベーションのメリット

〜 工 期 編 〜

どちらも見た目がまったく新しくなるため、
お施主さまは
「リノベーション」
と、
それまでの家をいったん解体する
「建替え新築」で悩まれる
ことが多いようです。
そこで、工期を含めて、
「建替え新築派」
と
「リノベーション派」の違いを、
「お問い合わせ」
や
「打ち合わせ」
から
「契
約」
「
、施工」
「
、引き渡し後」
まで、
順を追って細かく記載しました。
両者のメリットとデメリットを比較して、
ご自身の希望にそった方法で家を新しくしてください。

《住まいの選択肢における工期の比較例》

1
2
3
4
5
6

建替え新築

リノベーション

お問い合わせ

まず、家を解体しなければなりません。解体して

今の家で不都合な部分、新しくしたい場所など

まずはどのような住まいづくりをするのかを家族で明確にし
ましょう。複数の業者に足を運び、安心して任せられる業者を
探してください。

から新築の家を引き渡してもらうまでの仮住ま

を、家族で充分に話し合っておきましょう。現在

いを考えます。会社や学校に通うことを考える

工事内容を決める

住んでいる家の図面を用意しておくことも忘れ

と、仮住まいの地域は限られてきます。

ずに。

間取りやデザインから、設備まで、新しい家でど

リノベーションの目的を達成する方法は様々あり

んな暮らしがしたいのかを具体的にイメージし

ます。工事後のイメージを業者に伝え、
プロとし

40日

て、家族で話し合う必要があります。
希望に優先順位を付けておくとよいでしょう。

工事内容を伝えましょう。

見積りを取る

予算項目が多いだけに、
ちょっとしたことが全体

より具体的に要望を伝え、複数社から見積りを

の費用に影響を及ぼすことがあります。複数社に

取りましょう。現状によってはできることとできな

事前打ち合わせの際には要件を伝えるだけでなく、実際に
工事をする箇所を調査してもらいます。状態によっては見積
りに大きな影響を与えます。

契約する
事前に図面や工程表・保険・アフターサービスや、税金・登記
費用に関わる項目を確認し、費用の全体をつかんでから、契
約をします。

施工中は…
施工中も気になる点や気づいたことがあれば遠慮なく業者に
問い合わせをしましょう。
ご自身でも進捗や工事内容をチェックしておくと安心です。

依頼し、現地調査をして、施工方法や使用部材を

40日

ての業者の意見も聞きつつ、イメージしている

いことがあるかも知れません。必ず、現地調査を

してもらうことが大切です。

価格を比較するだけでなく、自分達の希望を叶

バラバラの要望が整理され、
全体として不都合か

えてくれそうな、誠実な会社を選びましょう。

解消され、使い勝手が良くなっているかどうか

20日

が重要です。自分達のライフスタイルに合って
いるかどうかで業者を決めます。

施工中の家と仮住まいは離れた場所になります

住まいながらリフォームできるため、毎日進捗状

しょう。
建物の内部は完成すると、
外からは見えな

150日

況や施工内容を確認することができます。
また、
職人さんたちとも顔見知りになれば、
より親近感
を持つことができます。

施工後は…

引き渡し時の竣工検査では、図面と異なる点が

工事が完了したら、
担当者とともに不備がないか

引き渡しの際にはプラン・見積書通りに仕上がっているか、担
当者立会いのもと確認します。引き渡し後は定期的なメンテ
ナンスで長く大切に住み続けてください。

ないか、不備がないかをチェックし、見つかった

をチェックし、
きちんと設備が稼働するか確認し

場合は手直し工事をしてもらいましょう。
設備が正常に動くかどうかの確認も忘れずに。

（※）一般的な新築の計画〜引き渡しの期間

280日（※）

20日

既に建物があるため、業者への問い合わせと工事内容の概略を
決めることが同時進行できます。業者との打ち合わせも、家を見

20日

ここがポイント!
雑誌やインターネットなどの同じような事例を見て、大まかな予
算感をつかんでおくことができるため、見積りに対する話し合い

15日

ここがポイント!
新築に比べると工事範囲が限定されているため、見積もりを依
頼した業者の比較検討が容易で、時間が掛かりません。家族で

90日

ここがポイント!
施工過程を確認し、
その都度、手直ししてもらうことで、後で大き
なクレームが発生しにくく、総合的に見ると施工期間が短くてす
みます。確認を取りながら進められるので、進行もスムーズです。

ます。不備や不具合な点を見つけたときは、手直

10日

しを依頼しましょう。

工期合計

ここがポイント!

意見が分かれることも少なく、契約まで短期間で進みます。

くなります。
時間がある時は念入りに確認します。

20日

リフォーム後の生活も容易にイメージできます。工事の進め方

もスムーズに進みます。

よく読んで、納得してから契約を交わします。

が、
なるべく時間を見つけて、
現場に通い確認しま

既に住んでいる家なので、不都合な点が具体的に把握しやすく、

ながら短い期間で進めることができます。

明記した見積りを依頼しましょう。

見積書と図面だけでなく、契約書や契約約款を

10日

によっては仮住まいに引っ越す必要がない場合もあります。

工事の目的や範囲、
イメージをしっかりと業者に伝えましょう。
イメージに近いカタログや雑誌を集めておくと打ち合わせが
スムーズです。

工期合計

22

10日

ここがポイント!

165日（※）

ここがポイント!
新築に比べ、工事をする部分が少なく、工事後の検査や手直し
の期間が短くなります。

工期を考えると、

リノベーションの方が短期間!

（※）一般的なリノベーションの計画〜引き渡しの期間
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4 リノベーションが実現する住まいと暮らし
LIXILリフォームショップではこれまでに、多くの家のリノベーションを手がけ、実績を積んできました。お施主さまはなぜリノベーション
を決意されたのでしょうか？また、
リノベーションによってどんな生活を手に入れることができたのでしょうか？
リノベーションの良さをお伝えするために、費用や品質、工期などの実例とともに、
リノベーションされたお施主さまの声や感想など
を集めました。ぜひ、実例でリノベーションの素晴らしさを知ってください。

実 例

01

高台からの絶景を満喫、
アンティーク家具が似合う古民家風住宅

実 例

（静岡県熱海市／Sさま邸）

02

店舗兼住宅をリノベーションで、
広々としたモダンで快適な住まいに
（埼玉県幸手市／Nさま邸）

海を望む高台にある家は高床で風通しがいい反面、冬になると

築40年の家は１階がクリーニング店と工場でした。
リタイアす

底冷えがしていました。そこで、断熱内窓と床暖房で寒さを解

ることを機に、
１階をリノベーションして、広々とした明るいリビ

消。壁付けのキッチンを対面式にすることで、
リビングの窓から

ング、使い勝手のいいトイレや浴室、独立型キッチンなどを作り

見える絶景を楽しみながら家事ができるようになりました。同

ました。
それまで光があまり差し込まなかったため、
リフォーム

時に、
リビングとキッチンを遮っていたキャビネットを取り去る

では大きなガラス窓のある、直線を生かした間取りに。構造上

ことで、台所に立っているときも家族と一体感のある、開放的な

柱が抜けなかった場所は、構造用合板や新たな柱、梁で補強し

キッチンに仕上がりました。

ています。店舗部分のダクト穴や柱の痛みも修復しました。

お客さまの声

お客さまの声

梁を手斧で傷つけて味わいを出したり、杉の

若い感性を生かしたデザインの家にしたい

単板を使って古材風に見せるなど、昔から集

と、
お願いしました。
ブラウンと白を基調にし

めていたお気に入りのアンティーク家具が似

ているため、植物を飾ることで差し色になり

合う内装にしました。キッチンの背面には食

ます。玄関に立つと、左手にリビング、キッチ

器棚として使っている水屋箪笥、ダイニング

ンの奥には水回りのある廊下までが見通せる

脇には帳場箪笥を置いています。

ので開放感があり、
とても満足しています。

Po int

P oint

細部まで使い手を考えた家づくり

断熱サッシで快適な住環境

家事効率を考えた配置、
コンセントの位置や押し入れの棚の高さなど、細かいと

床から天井近くまである大きな窓は断熱性能の高いペアサッシを採用。窓スペー

ころまで住む人の使い勝手に合わせて、細かく仕様を決めています。
さらに、
せっ

スが広くても、室内が暑くなりすぎることはありません。同時に屋外からの騒音も

かくリノベーションするのでこの機会にと、耐震補強工事も加え、安心して住める

遮断されるため、快適な住環境を実現しています。

家にしました。

「費用」

「工期」

「費用」

「品質」

「工期」

LDKから続く和室、断熱内窓、床暖房、

部分リフォームではなかなか見直すことの少ない耐震性能ですが、補

天井を高くして広がりのある空間にした

１階に配置しているリビング、ダイニン

床を全面バリアフリーにし、水回りは空間を邪魔せず開閉できる折れ

店舗部分に複数空けられていたダクト

耐震補強などをリフォームし、総額は

強することで耐震性が飛躍的にあがりました。築年数がたつと耐震性

り、
床を張り替えたため、
工期には２ヶ月

グ、
キッチン、浴室、洗面所、
トイレ、玄関

戸に。耐震性能を見直し、補強の梁や柱などを入れています。補強の

穴や、柱の傷を修復したため、工期は

800万円。1,000万円以下ですが、開

能が劣ったり、建築時に耐震性能を重視していなかったりすることも

を要しました。
ただし、
２階に住みながら

をすべてリフォームし、断熱サッシを入

梁は化粧を施して表しにし、
スタイリッシュなデザインとして活用しま

90日とやや長めでした。それまで光も

放感と落ち着きのある古民家風住宅に

あるので、
リノベーションを機に見直すのがおすすめです。

のリフォームのため不便はありません。

れて、費用は1,100万円。
この費用には

した。

入らずジメジメとしていたスペースが、

生まれ変わり、断熱性能や床暖房を見

日々、工事の様子を見ることができ、工

耐震補強や外壁、
エクステリアも含まれ

直したおかげで、快適性も格段に増し

事の進行と同時に楽しさが募ります。

ました。

24

「品質」

燦々と日が降り注ぐ、
開放的な空間にか

ています。
また、将来のことを考え、バリ

わりました。
工場があった場所は雑木林

アフリー構造にしました。

をイメージした広い庭に作り替えました。

25

リノベーションが実現する住まいと暮らし

実 例

03

家族８人が集まり、
団らんを満喫できる明るく広いLDKに

実 例

（福岡県／Nさま邸）

04

マンションの部屋をつなげて、
広々とした開放感のある空間に
（神奈川県／ I さま邸）

小上がりになっていたリビングダイニングの段差を解消し、食

お嬢さまの独立をきっかけに、築23年のマンションをリノベー

器棚で仕切られた閉鎖的なキッチンもつなげてLDKにリノ

ション。
リビングを独立型だったキッチンやお嬢さまの部屋とつ

ベーション。小上がりをフラットにすることで通路とつながり、

なげて、広々としたLDKを実現しました。2.6mと高いリビング

広々としたスペースになりました。食器棚を取り去ることで明る

の天井には段差を付け、間接照明を配することで奥行きを演

くなり、回り込まなくてもリビングダイニングにアクセスできる

出。
エアコンは天井埋め込みタイプですっきりさせています。開

動線が、家事を楽にしています。
さらに、
キッチンの吊り戸棚を

放感が出たキッチンは、
カウンター下に収納したゴミ箱、昇降

昇降タイプにすることで、
日々活用することができるようになり

式の水切りカゴなどを採用することで生活感を消しています。

ました。
お客さまの声
食器棚を取り去ることで、キッチンもリビング

お願いしたLIXILリフォームショップ店が私の

もこんなに明るくなるとは思ってもいませんで

イメージをしっかりと理解し、特注家具の話

した。LIXILリフォームショップ店のアドバイス

などをしてくれたので、
こだわりを形にしてく

で電話を設置する場所にちょっとしたコーナー

れそうだと信頼して依頼しました。素人では

を作ったのですが、書類を見ながら電話ができ

わからない細かな部分もプロの視点からアド

るので、
自営業の私たちには助かっています。

バイスしてもらい、心強く思いました。

Po int

P oint

来客が多い家ならではの工夫

照明にこだわった趣味の家が完成

小上がりの段差を解消することで、
お年を召されたご両親も動きやすくなりまし

リビングのアクセントになっている特注のテレビ台は、美しい木目をダウンライト

た。
また、
キッチンが広くなったため、大人数でも作業しやすくなり、
来客時は格段

がライトアップ。鉄道模型が趣味のご主人の書斎は、窓際にバーカウンターが設

に便利です。収納スペースが広いキッチンは物が散乱しないので、
いつもすっき

けられ、作業するときは白、
お酒を飲むときは電球色と使い分けができます。玄関

りと片づいています。

も間接照明でおもてなし。

「費用」

「品質」

「工期」

「費用」

「品質」

「工期」

LDKを中心としたリフォームで、費用は

リビングの壁材として、湿気や匂いを吸着してくれるエコカラットを使

LDKが中心のリフォームのため、工期

主にLDKに約700万円、書斎に約200

ダイニングとキッチンの間にはオープンカウンターを設置し、
カウン

壁内部をいじらないマンションリノベー

抑えました。取り除いた食器棚分の収

用することで、調理の匂いもこもらず、梅雨時でもジメジメしないLDK

は短めの35日。
それでも、
リビングの一

万円、玄関に約100万円、
トイレに約

ターの両サイドにゴミ箱を収納することで、
ゴミが目に入らないように

ションのため、工期は35日と短めです。

納は、壁沿いに床から天井までたっぷり

になりました。最新システムが搭載されたシステムキッチンで、家事も

角には、書類や電話を設置した電話連

40万円が掛かり、他に、壁にエコカラッ

しました。浴槽の形状を変えることで、同じサイズの浴室でありなが

それでも特注家具を入れたり、天井に

収納できる食器棚を設置。
シンク下など

楽しくなります。

絡スペースを設け、業務連絡をスムー

トを設置したり、照明にこだわったりと

ら、
足を伸ばしてゆったり入浴できるようになりました。

段差を付けるなど、大胆にリフォームす

にも、扉を斜めに倒すと包丁が収納でき

ズにするなど、
細かな配慮が行き届いた

合計で費用は1,600万円に。

ることができました。息子さんの部屋

るなど、効率的に収納できる工夫があり

仕上がりになりました。

リノベーションの前には窓も入れ替え

は、
ドア位置変更でウォークインクロー

ていました。

ゼットを設置しています。

ます。
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お客さまの声

27

リノベーションが実現する住まいと暮らし

実 例

05

配慮の行き届いたバリアフリーの家は
家族全員に快適な空間

実 例

（東京都／Kさま邸）

06

（宮崎県児湯郡／Kさま邸）

ご両親の介護を機にリノベーションを行ったため、風通しのい

古民家好きのご夫妻が、解体途中だった築80年の家を購入。

い明るい家、
まわりの自然にとけ込む家という要望はもちろん

構造体がしっかりと組まれていたため、
曵き家工法で構造体を

のこと、段差の解消、
広く動きやすい通路、
手すりの設置、
ドアを

残し、
クリーニングして、断熱性や耐震性の高い家にリノベー

すべて引き戸にする、介護しやすいトイレやバスルームなど、配

ションしました。平屋に憧れていたこともあり、
２階は骨組みを

慮の行き届いたバリアフリー設計になりました。
さらに、壁の断

残して吹き抜けに改装。
周囲をキャットウォークにして、
ご主人

熱性能を見直し、玄関ドアや屋根材も断熱性の高い仕様に変

が趣味を楽しむ部屋と、奥さまのくつろぎスペースを確保して

更しています。
自然に囲まれた土地に馴染む木材を生かした家

います。
システムキッチンやバスルームなどは最新設備を入れ

です。

ました。
お客さまの声

お客さまの声

外観は大地に根付く印象の黒ですが、一歩室

夏は窓を開けると風通しがよく、断熱性や気

内に入ると、明るく開放感のある空間が広が

密性があるため冬は帰宅しても暖かいので、

ります。車いすでも動きやすいよう通路を広く

本当に暮らしやすいです。寂しがり屋の息子

し、段差を解消したため、両親も自分で動け

のためにキッチンの延長線上に子供部屋を

る範囲が広がったと喜んでいます。両親だけ

配置したり、ロフトに広々とした主人の部屋

でなく家族全員が暮らしやすくなりました。

を作ったりと思い通りの間取りになりました。

Po int

P oint

LDKにしてキッチンも開放的に

重厚感ある古民家の趣を生かして

日当りのいい南側をLDKにし、天井を取り払って高さのある空間とすることで、
開

天然木のしなりを生かしたアーチ状の梁が気に入ったご夫妻は、
その雰囲気を

放感のある明るくくつろげるスペースが完成しました。
リビングに大きな窓を配

壊さないよう、LIXILリフォームショップ店に置かれていた板戸を利用してキッチ

することで、小窓しかなく薄暗かったキッチンも明るくなり、
キッチンから外の景

ン収納を作ったり、木目や節が目立つように磨いた杉床を張るなど、細部にまで

色が眺められます。

こだわりました。

「費用」

「品質」

「工期」

「費用」

「品質」

「工期」

洗面所に約90万円、
トイレに約60万

壁の断熱性を上げ、玄関ドアや屋根材を断熱性の高い建材にしたた

築50年のため、細部にわたる見直しも

工 事 費 用 は 一 部 解 体 費 用も含 めて

壁の中に断熱材を入れ、耐震工事も施しているため、住宅としての性

取り壊して残った構造体をクリーニン

円 、L D Kに約 6 6 0 万 円 、玄 関と外ス

め、格段に断熱性能が上がりました。幅の広い引き戸にかえることでト

含め、
工期はすべての工事を完了するま

1,700万円。80年前の家は太い柱や梁

能と品質は新築の家と同等です。
また、
システムバス、洗面台、
トイレ、

グする期間が入ったため、工期は新築

ロープに約150万円を掛け、他はなる

イレや浴室への出入りが容易に。
寝室扉を上吊り戸に変えることで、
入

でに105日掛かりました。住みながらの

を使い、構造体がしっかりと作られてい

システムキッチンなどは最新の設備仕様を入れたため、便利で使い勝

と同等の4カ月。
この４カ月で、長年空き

べくそれまでの物を生かしたため、
リノ

り口の段差も解消されました。

リノベーションでしたが、
あまりストレス

るため、今、同じような家をゼロから造

手の良い水回りになっています。

家でぼろぼろだった家は、見事に生まれ

ベーション費用は合計1,500万円。

はありません。
むしろ、
職人さんたちと細

ると、
とてもこの費用では建てることが

変わることができました。安心して住む

古い梁はヤスリで磨くことで木材の色

かな打ち合わせをしながら進めること

できません。材木を集めるだけでも、
こ

ためには必要な期間です。

が蘇り、室内全体が明るい雰囲気にな

ができました。

れだけの費用が掛かってしまうでしょ

りました。
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築80年の古民家を生かし、
最新設備で住み心地の良い家に

う。
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リノベーション 新築二世 のご紹介
Ⓡ

「新築二世 Ⓡ」
とは、地域に根ざし、技術力が高く、経験豊かな国内最大のリフォームフランチャイズ『LIXILリフォームショップ』が提供
するリノベーションパックです。単なるリノベーションでなく住まいの価値を上げる。それが「新築二世 」
です。
リノベーションによる
Ⓡ

現状回復にとどまらず、住宅に最新の性能をプラスすることをお約束します。
ご家族の思い出を大切に受け継ぎながらも、快適さ・安心
がプラスされた暮らしへとグレードアップ。ぜひお近くのLIXILリフォームショップにご相談ください。

7 つの理由

新築二世 ®が選ばれる

1

費用も工期も
建替えの約1/2

2

高品質・高性能な
家造り技術

3

引っ越し費用を節約

現在の住まいの基礎や下地は残して最大限に使うことで、費用も工期も建替えの約半分で新築
同様の仕上げにすることができます。

新築二世®プラン紹介

Lifestyle Plan

ライフスタイルプラン

長く暮らすうちに家族構成やライフスタイルに合わなくなってきた住まいや、和室中心の中
古住宅などに最適なリノベーションプランです。
子育て中のご家族にぴったりの
「健康な子育ての家」、仕事で忙しいご夫婦の願いを叶える
「共働きらくらく家事の家」、都会暮らしでも自然が感じられる
「環境と共生する家」、
さらに
「二世帯＆三世代の家」
、
夫婦おふたりになったご家族に嬉しい
「コンパクトな生活の家」
、
シニ
ア世代のための
「高齢者介護の家」
、
夢のショップ経営を実現させる
「店舗と併用の家」
と、
7つ
の生活スタイルを提案するモデルプラン。
ライフスタイルに合わせて間取りを変えながら、
高い機能性とデザイン性を両立させることができます。

Basic Plan

ベーシックプラン

「間取りは気に入っていて、住みづらくはないけど、汚れが目立ち、設備も傷んできた」、
「な

LIXILリフォームショップは住宅のプロ集団。
住まいのことを知り尽くした住まいのプロだから、高品質・高性能の安心施工が可能です。

るべく費用を掛けずに、見た目を新しくしたい」
という方に最適な、間取り変更を伴わないリ
ノベーションプランです。
設備機器の取り替えを最低限にして、室内の壁材・天井材・床材をすべて張り替え、見た目も

工事は部屋ごとに行うと、
お住まいになりながらの工事が可能です。仮住まいのための費用負担と
手間を軽減できます。 ※工事状況によっては仮住まいが必要な場合もありますのでご了承ください。

新しい、美しい家に仕上げます。
インテリアや外装デザインを新しくすると同時に、住まいの
性能を高め、快適で暮らしやすい家に一新します。
内装や外装を新しくすると、
家はまるでイメージが変わり、
新しい生活空間に生まれ変わりま
す。
定価制なので、費用的にも安心。工期や費用も抑えられます。

4

快適性＋資産価値も
グレードアップ

5

耐震診断やシロアリ対策※
など安心をプラス

ご提案いたします。
また、住まいの耐久性を高めるためにシロアリ対策※も標準で行っております。

安心の補償体制

安心して工事をお任せいただけるよう、工事の着工からお引き渡し後までトータルで住まいの補償
を行う3つの制度に加入しています。工事箇所が原因で起きた事故により、お客さまや第三者、
家具などに損害を起こした場合には、
引受保険会社の保険約款に基づいて補償いたします。

6
7

ライフスタイルに合わせた
リノベーション提案

外観・性能・機能・デザインをグレードアップできるので、住まいの資産価値も高まります。

全面リフォームに際して、有資格者による耐震診断を標準で実施。必要に応じて、耐震補強工事を
※シロアリ対策は寒冷地と、一部地域を除く。

Premium Plan

プレミアムプラン

古民家再生や、間取り、設備機器、内装をすべて新しく取り替える大規模な増改築・減築な
ど、
お客さまのこだわりを大切にするフルオーダーのリノベーションプランです。

お住まいへのこだわりや、住まい方に合わせた様々なオプションをご用意。
ご家族に合った最適なリノベーションをご提案いたします。

ライフスタイルに合わせて思い切った間取りの変更をすることで、家が劇的に生まれ変わり、
まったく新しい家になります。
また、
デザインテイストの変更も自由自在。受け継がれてきた
梁や柱、思い出の建具を活かしながら、
これまで以上の新しい空間に生まれ変わらせること
もできます。新築同等の価値創造が目指せる全面リニューアルです。
新築住宅のように一から作るのではなく、既存住宅のまだ充分に使える部材を活かすこと
で、
工期も費用も抑えられます。

L I X ILリフォームショップのご紹 介

リノベーション 新築二世®の概算費用を算出します

住まいのことなら何でも相談

お宅の新築時の図面をお持ちいただければ、
リノベーション概算費用を短時間で算出致します。

『LIXILリフォームショップ』
は地域に密着した地場工務店、
リフォーム事業者などからなる、
国内最大
級のリフォームフランチャイズです。事業者それぞれが経験豊富で、技術力も高く、地域に根ざした強
みをもっています。
さらに、
『LIXILリフォームショップ』
は集合体として、
ブランド力、提案力、
サービス
力、安心感も発揮。LIXILの研修を受け、LIXILが認定したリフォームのプロフェッショナル
『リフォー
ムコンシェルジュ®』
も配置されています。住まいのことなら何でもご相談ください。
お施主さまのリフォームに対するご要望や悩みを、細かくお聞きし、
プロの提案をいたします。
リ
フォームとはモノの交換や修繕だけではありません。暮らし方や住まい方を考えて実現しなければ、
満足なリフォームにはならないのです。
『LIXILリフォームショップ』
は、
お施主さまの
「いい住まい、
いい暮らし」
の実現に貢献していきます。

LIXILの研修を受け、LIXILが認定した
『リフォームコンシェル
ジュ®』が、
お客さまの興味や趣味、嗜好を踏まえ、
ライフスタ
イルに最適なご提案をし、完成までエスコートいたします。

詳しくは、
LIXILリフォームショップ へお問い合わせください。
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