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　　　　　　　　　　プロパン
ガスのエネサンス関東です。私たちは『

ガス会社』ですが

おうちのこと全般、みなさまのくらし、住
まいの快適づくりなどたくさんのお手伝

いをさせていた

だいております。今月号の『ｅくらし通信
』は、新生活リフレッシュ編です。床や

壁のリフォームや

ちょっとした収納術でできるお部屋のリ
フレッシュ方法をご紹介します。参

考にしていただけます

と幸いです。

こんにちはこんにちは

新生活リフレッシュ編新生活リフレッシュ編新生活リフレッシュ編
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床がフカフカしていてキケン！
今にも抜け落ちそう…

下地の状況を確認、構造補強をし、
フローリングを上張り。
下地の状況を確認、構造補強をし、
フローリングを上張り。

クロスに貼り替えて、
お掃除が楽に！
クロスに貼り替えて、
お掃除が楽に！

床のフローリング工事 繊維壁から壁紙リフォーム収納力アップリフォーム

モノが多くごちゃごちゃしていた
キッチンをスッキリしたい…

出し入れしやすく、
スッキリ片付く！
出し入れしやすく、
スッキリ片付く！

ボロボロ落ちる繊維壁…砂埃が
舞い上がって、掃除が大変…

快適な住まいづくりのお手伝いをいたします。おうちのお困りごとがございましたらご連絡ください。

しませんか？しませんか？

宇都宮営業所
栃木県宇都宮市西川田町53-1

＼ウェブサイトがリニューアルしました！／

Tel : 028-688-0046

＼スッキリ／＼スッキリ／

収納で、　　　　　としたキッチンへ

くらしの収納術くらしの収納術

4月の新生活に向けて片付けよう！と心に期した人は多いのではないでしょうか？ 家がスッキリしない最大の原因は『モノが部屋
の広さに対して必要以上に多いこと』。自分のモノの適正量を知って、その適正量を保つ方法をご紹介します。

鉄則
　　　　　　　　　　 　　それぞれのライフスタイルに合った、必要なモノの量のことです。例
えば、仕事用のYシャツだと月曜から金曜までの5枚あれば足りるということです。または、収納ス
ペースに対して納まるだけ（収納スペースに対して8割が適正量）がベストです。適正量を決めた
ら、新しいものを入れるときは、古いものを処分する。
このモノの流れを徹底することでモノが溢れる状態から脱出できます。

勝手口部にニッチ棚勝手口部にニッチ棚

ニッチ棚…壁面を凹ませた部分ニッチ棚…壁面を凹ませた部分

取り出し便利！取り出し便利！

調味料ポット用に棚をオリジナルで造作調味料ポット用に棚をオリジナルで造作

パントリー収納パントリー収納

パントリー収納…食料品、調理
器具などを収納するスペース
パントリー収納…食料品、調理
器具などを収納するスペース

適正量から増やさないようにすると　             片付きます。

適正量

収納スペース

収納 壁

BeforeBefore

リフォームリフォーム事例事例

モノの　　　　を決めましょう！
整理収納の

だからだから
モノ
減らして

キッチン用品・洋服・雑貨・雑誌など…

AfterAfter おしゃれな調味料は
ちょっと見せたい！！
おしゃれな調味料は
ちょっと見せたい！！

お米やストックは、
隠したい！！

お米やストックは、
隠したい！！＼　　　　／＼　　　　／＼
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とは？

適正量適正量・・・・・・

適正量適正量

床

収納リフレッシュリフレッシュ

＼スッキリ／＼スッキリ／リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ

＼スッキリ／＼スッキリ／

＼スッキリ／＼スッキリ／

を

リフォームリフォームもおまかせください！もおまかせください！

エネサンス関東



の種類は他にも

部屋を広く見せ、明るい印象を
与えてくれます。狭いお部屋や日
当たりの悪いお部屋におすすめ
です。

柔らかい印象になります。どんな
色とも合わせやすく場所を選ば
ない為、どの部屋にもお使いいた
だけます。

重厚感や高級感を演出してくれ
ますが、重過ぎてしまうので、アク
セントとして一部に取り入れるこ
とをおすすめします。

天井が低く感じ、非日常的な雰
囲気になりますが、とても落ち着
いた空間になる為、和室や寝室
などにおすすめ。

イメージを変えることが可能です。

全体的にホワイト系 壁にベージュ系 壁に濃い色 天井に濃い色

壁の一部だけ異なる色や素材を使うことを『アクセントウォール』と呼び、新築やリフォー
ムの際に取り入れるお宅が増えてきました。壁全面を白くしたシンプルなお部屋も素敵です
が、アクセントウォールを効果的に取り入れることで空間にメリハリが出て、色によってお部
屋の印象をガラっと変えることが出来ます。

壁紙・クロスは、一般的に一番よく使われている壁材です。
『汚れ防止』、『抗菌』、『消臭』、『傷に強い』など様々な種類
の機能があります。施工が容易でデザイン、柄ともに多彩
なバリエーションがあります。
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左官職人がコテ塗りをする工法です。土壁、砂壁、漆喰壁
など、調湿に優れ、味わい深い質感を生みます。和室の仕
上げに好んで用いられます。
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壁に塗料を薄く塗り広げていく工法です。オシャレな質感
とお気に入りの色でカラフルに仕上げることができます。
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とお気に入りの色でカラフルに仕上げることができます。

木質系木質系
天然の木、木目の合板パネルを張る工法です。壁の一面に
張る事で部屋が一気にナチュラルであたたかい雰囲気に
なります。

天然の木、木目の合板パネルを張る工法です。壁の一面に
張る事で部屋が一気にナチュラルであたたかい雰囲気に
なります。

リフォームプランナーよりリフォームプランナーより
以前にトイレのリフォームを行った際、廊下の床がフカフカしていて危ないなと感じたの
でリフォーム施工後に床の工事も施工できることをお伝えしました。2ヶ月後、床改修の
工事を受注することとなりお客様には大変ご満足していただけました。
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今回は既存床の状態が悪
かったので、壁ギリギリで
床を取り除きベニヤに張
り替えてからフローリング
を上張りしました。
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を上張りしました。

３０年ぐらい前の住宅で
は根太の上に直接フロー
リングを張っていたので
フカフカしやすいです。
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通常は既存床はそのままに新し
いフローリングを上張りします。
その際、干渉しそうな建具や敷
居はカットしたり下張り等をして
高さを合わせます。
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従来の畳と比較すると、

インテリア畳 クッションフロアー フローリング

安価で工期も短く施工可能です。ビニール製
なので水に強く手入れがしやすいです。洗面
所やトイレなどにおすすめ。

小型犬の歩きやすさや、足腰の
ことを考えた床材。引っかき傷
やよだれ、おしっこにも強く
お手入れが簡単です。

小型犬の歩きやすさや、足腰の
ことを考えた床材。引っかき傷
やよだれ、おしっこにも強く
お手入れが簡単です。

他にもある！他にもある！

床フカフカの原因床フカフカの原因
・床材の接着剤の劣化・床材の接着剤の劣化

・根太や大引の劣化・根太や大引の劣化

・ 床束や束石の劣化・ 床束や束石の劣化

・シロアリ被害・シロアリ被害

をををを

傷んだ…傷んだ…

自由なレイアウトでどこにでも置ける畳。自由なレイアウトでどこにでも置ける畳。

フローリングと同じ厚さなので、省施工での
設置可能。
フローリングと同じ厚さなので、省施工での
設置可能。

・日焼けや色あせしにくい
・高耐久性（い草の3倍）
・防汚加工でお手入れカンタン
・色、柄などバリエーションが豊富

大理石調（石目）で清潔感を感じるデザイン

温かみのある木目調は多くの種類があり、
色々なシチュエーションに対応できます。

部屋のイメージに合わせいろいろ選択でき
るので好みの床材が見つかるまでぜひご相
談ください。

部屋のイメージに合わせいろいろ選択でき
るので好みの床材が見つかるまでぜひご相
談ください。

一般的なフローリング

ペット用フローリング

敷き込みタイプ

置き敷きタイプ

フローリング接着剤

フロア釘

大引
床束

…など…など

リフレッシュリフレッシュ床
リフォームリフォーム事例事例 リフォームリフォーム事例事例

少し触れただけでキラキラと繊維
が落ち、シミも拭き取ることができ
ない状態に…

床

フカフカした床を
　　丈夫なフローリングへ

繊維壁から明るく、まっしろな壁へ

根太

床の表面が剥がれ
ささくれ立っている状態…
床の表面が剥がれ
ささくれ立っている状態…

塗装塗装

壁紙・クロス壁紙・クロス 塗り壁塗り壁

同じ空間でも、内装に使う色によって

BeforeBefore AfterAfter
BeforeBefore AfterAfter

壁
原因は経年…原因は経年…

各部位各部位

暗い…暗い…

リフレッシュリフレッシュ

白い壁紙になるだけで部屋が明るく感じられ、
ビニールクロスにする事でお手入れもしやす
くなります。

白い壁紙になるだけで部屋が明るく感じられ、
ビニールクロスにする事でお手入れもしやす
くなります。

砂壁や繊維壁からビニールクロス貼り
にする場合はベニヤ板で下地を作って
から壁紙を貼って仕上げます。

下地を張る！

の種類は他にも壁 いろいろ

いろいろ


