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三和住建は、（財）日本地域開発センター（主務官庁：

国土交通省）が実施する省エネルギー住宅のトップラン

ナーを選定する表彰制度「ハウス・オブ・ザ・イヤー・

イン・エナジー２０１４」において、「ジェントルハウ

ス（人と環境にやさしい家）」で特別優秀賞を受賞いたしました。特別優秀賞は大賞に次ぐ栄誉ある賞で、三和住建は昨年度の「ハウス・オ

ブ・ザ・イヤー・イン・エナジー２０１３」優秀賞に引き続き、2年連続の受賞となります。再度の受賞に至ったのは、弊社へ寄せられたこ

れまでのお客様の信頼があればこそであり、ご縁をいただいたすべての皆様に受賞させて頂いたものと感謝申し上げます。 引き続き社員一

同、学びと技術研鑽を重ね精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。（表彰式は3月16日(月)に行われる予定です）

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー ２０１４ 

「省エネ住宅ポイント」とは、国土交通省が定める

一定の省エネ基準を満たした新築住宅を購入、また

は所定のリフォーム工事※を行うと、さまざまな商

品等と交換ができるポイントをもらえる制度です。

ポイント対象となる工事 

2014 年 12 月 27 日以降に契約した工事で、
2014年 12月 27日～2016年 3月 31日までに着工すること。
（ただし、工事完了が 2015年 2月 3日(補正予算成立日)以降であること）

ポイント対象期間 

期間内でも、国の予算枠に達した時点で打ち切りとなる可能性があります。

１戸あたり合計で最大 ポイント300,000 一定の省エネ性能を満たす住宅の新築 

１戸あたり

300,000

内窓をつける 

ポイント 
20,000~8,000

ポイント 

外窓を交換する 

20,000~8,000
ポイント 

窓はそのまま 

ガラスを交換する 

8,000~3,000

窓の断熱改修 

外壁の断熱改修

ポイント 120,000
部分断熱は 60,000 ポイント

屋根・天井の断熱

改修 36,000
ポイント 

部分断熱は18,000 ポイント

床の断熱改修

60,000
部分断熱は30,000 ポイント

ポイント 

外壁、屋根・天井または床の断熱改修 

設備エコ改修 

次の住宅設備をいずれか３種類以上設置する 

・太陽熱利用システム 

・節水型トイレ 

・高断熱浴槽  

・高効率給湯器  

・節湯水栓 

24,000
ポイント 

各 3,000
ポイント 

エコ住宅設備を2つ以上 
設置 ※付与ポイントは「設備

エコ改修」と同じです

リフォーム瑕疵保険への
加入 11,000 ポイント 

合わせて行えばさらにポイント加算 

●省エネ・環境配慮に優れた商品（エコ商品、エコ商品券等）
●地域振興に資するもの（地域商品券、地域商品、復興支援）
●商品券・プリペイドカード 
●ポイントを追加工事・追加リフォーム 
費用に充てることもできます。 

ポイントは商品等と交換できます 

バリアフリー改修 

・手すりの設置 

・段差解消 

・廊下や出入口の拡幅  

１戸あたり最大
60,000

ポイント 

30,000
ポイント 

ポイント 

6,000各 

制度の内容は変更される場合があります。最新情報および詳細

は、国土交通省「省エネ住宅ポイント事務局」のホームページを

ご確認ください。⇒ http://shoenejutaku-points.jp/

（2014 年 12 月 27 日閣議決定より） 

窓のイラストは(株)LIXIL のホームページより引用しています 三和住建の認定低炭素住宅はこの

省エネ性能を満たしています！ 

実証されています！ 

日本住宅新聞 

平成 27 年 2 月 5 日記事より 

ポイント

耐震改修 
１戸あたり
150,000ポイント 

※上限 30 万ポイントに別途加算

部分断熱改修で 
血圧上昇抑制効果 

※エコリフォーム対象建材・設備を使用するリフォーム工事に限ります 

女房の前ではいつも威張っている私ですが、先日妻が５日間留守になり、毎日の生活が大変で妻のありがたさが身にしみました。何しろ私は左

手・左足が全く動かないので毎日の着替えから始まり、お風呂の介添え、食事の事、洗濯の事、ベッドのメイキング等々・・、ひとりでは何も出来ず、

今迄は私の左手・左足は女房が全て補っていてくれたのだと改めて分かり、妻のありがたみがつくづく分かった５日間でした。幸

い隣に社長一家が、また車で５分位のところに専務一家が住んでいますので何とか会社には出勤できましたが、妻のありがたさ

が分かり、今後は女房の前で威張るのはやめようと心に決めました。（いつまで続くかな？） 皆様、女房を大切にしましょう・・・ 

今年もハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジーを昨年に続いて認められました。昨年は優秀賞、今年は特別優秀賞でした。町

田の一工務店が 2 年連続受賞という栄誉をいただけたのは、ひとえにお世話になりました地域の皆様のおかげです。これからも

お客さまの期待と信用を裏切らないよう、精進していきます。 ® 



お 施 主 様 訪 問 記
今回は、平成 24年度に施工させていただいた、同じ分譲地内にお住まいのお二方のお施主様をご紹介いたします。 

二世帯住宅の新築でお世話に

なりました、飯田様をご紹介させ

て頂きます。 

飯田様は、鹿児島にいらっしゃ

る奥様のご両親がお元気なうち

に一緒に住みたいとの思いで 2

世帯住宅建築の用地を探してお

られ、町田の地でご縁をいただき

ました。 

1階部分がご両親のお住まい、

2階から小屋裏がご夫婦・お嬢様

方のお住まいとなっています。リ

ビングから廊下、階段に至るまで

所々に統一感のある雑貨がセンス良く配置され、シックな建具で

統一された落ち着きのあるインテリアをより素敵に演出してい

ました。 

 家が建つまでの間、弊社の設計担当と何

度も納得いくまで打合せを重ねられたそう

です。その結果、完成した家はまさに想像

どおりの仕上がりだったそうで、「100点

満点」（ご主人談）とおっしゃっていただき

ました。持ち込む家具の寸法も計算に入れ

て間取りを入念に検討したこともあり、「婚

礼家具がぴったりと納まりました。」 

２年経って住み心地

はいかがですか？と 

の問いには、「寒い冬でもエアコンを朝晩少し

つけるだけで、家中が暖まりますね。結露が

なく、快適です。」とのお話でした。お父様に

よると、鹿児島の住宅は（温暖な地域柄、断

熱性がそれほど高くないため）冬は寒かった 

そうです。「浴室も足元が冷たくありませんし、夜に沸かしたお

風呂が翌朝になってもまだ温かいですよね」と、快適にお住まい

のご様子がうかがえ、スーパーウォール住宅の暖かさをご実感い

ただけていることに安堵いたしました。 

 飯田様のお宅はオール電化のため、光熱

費はマンションにお住まいの頃に比べ半額

程度に抑えられているそうです。「IH ヒー

ターなら掃除も楽だし、お年寄りにも安全

で安心ですね。」と喜ばれていました。 

小屋裏へと続く階段の踊り場には、奥様 

専用のカウンター机があります。パソ

コンを繋ぎ、インターネットでお気に

入りの雑貨を見つける･･素敵なイン

テリアはここから生まれるようです。

暖かな雰囲気に包まれ、優しくおおら

かな笑顔が印象的な飯田様ご家族 

でした。

今回ご訪問させていただいた飯田様、ライト様に共通するのは、どちらもそれぞれの家づくりを非常に楽しんでいらっ
しゃったということです。仕様を決めるにあたり、弊社の設計担当と打ち合わせを納得いくまで重ねられたそうで、「家
が出来上がっていく過程がとても楽しかった」と笑顔でお話しになっているのが印象的でした。夢を叶えるお手伝いをさ
せていただけたことに、深く感謝いたします。そしてこれからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。 
飯田様、ライト様、お忙しい中取材にご協力いただき、本当にありがとうございました。 

町田の「木曽」交差点からほど

近いところに、ライト様ご夫妻が

運営するダンススタジオ「NDS」

があります。 

町田で 20 年以上ダンス教室

を開いてこられたライト様ご夫

妻。ご主人は世界的に活躍されて

いる著名なダンサーです。ご縁を

いただいた弊社は、スタジオ併設

のご自宅施工でお世話になりま

した。 

ダンススタジオ経営というビジネス 

の観点から、バスから見える通り沿いで、生徒さんの多い木曽や

忠生からの交通の便も良く、保育園がすぐそばにある等の立地条

件を兼ね備えたこの土地を選ばれました。「三和住建の建物なら暖

かいだろうと思いました」と話された奥様。実は、それまで住ま

われていたアパートも弊社の施工による建物で、お部屋の暖かさ 

をすでに実感されていたそうです。

外観は、時代の流行に左右されな

いようにと「倉庫」をイメージした

作りに、そして初めて来られた方に

もスタジオとして一目でわかるよ

うな色を選ばれました。 

中へ入ると、１階のスタジオでは

５月の発表会に向け、練習の真っ最

中。生徒さんたちが一生懸命に練習

に励んでおられました。ダンススタジオという特性上、ご近隣へ

の音漏れをとても心配されており、スーパーウォール住宅の特徴

の一つである防音性の良さがお役にたててい 

ることを嬉しく思いました。 

２階はご家族の居住空間となっています。

リビングに入ってまず目に入ったのは、板目

の勾配天井と梁でした。この板目天井が広い

空間をより開放的に、そして爽やかに感じさ

せていました。キッチンからはリビング・ダ

イニングと子供部屋を見渡すことができま

す。開放感を持たせるために間仕切りを極力 

少なくし、代わりに部屋ごとに 

クロスの色を変え、メリハリのついた空間を演出さ

れていました。すべてのお部屋がリビングへと通じ

ており、そこには自然と家族が集います。愛らしい

お子様達の笑顔あふれる様子がうかがえました。 

ダンススタジオを営みながら 

お気に入りの空間に住ま

う･･･夢を実現させ、公私共にますます充

実し輝きを増していくライト様ご夫妻と、

人懐っこい笑顔で迎えてくれたお子様達

でした。 

ライト様邸 

建築地：町田市 

平成 25年築 飯田様邸 

建築地：町田市 

平成 24年築 

明るいスタジオ室内 

← おしゃれなエントランス 

吹抜けに取り付けられた
LEDのシャンデリア 

笑顔あふれるライト様ご一家 優しい笑顔が印象的な飯田様ご一家 

踊り場に設けられた 
奥様お気に入りのスペース 

キュートな 
子ども部屋 

シックで落ち着きのある 
インテリア 

開放的な居住空間 

ダンススタジオホームページ 
www.NDSstudio.com

◆新築（分譲・注文）・リフォーム
株式会社三和住建 TEL 042-794-3030
◆リフォーム専門 
三和株式会社   TEL 042-794-0320

省エネ住宅ポイントに関するお問い合わせは：
日差しが暖かく感じられる季節となり、桜のつぼみも大きくなってまいりました。 

弊社の分譲住宅は、ジェントルハウス玉川学園（全３区画）残り１棟と、春に新しく

町田駅徒歩圏内を予定しております。 

今後の情報は追って弊社のホームページでお知らせさせていただきます。 

ご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただけると幸いです。 

お気軽に 
ご相談ください！ 編 集 後 記


