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現在、人口の都市部への集中や高齢化による生活スタイルの

変化などによって、電化が進んできています。特に冬季は電力

使用のピークが夕方に発生するため、この時間帯に使用して

いる製品の節電が電力使用の抑制において有効です。

限りある電力をひとりひとりが節約して、チェック項目を利

用して省エネに取り組んでみましょう。

限りある電力を冬季の省エネで乗りきりましょう

□ チェック項目
□ 夕方に電気製品の使用が重ならないよう家事の段取りを組みましょう。
□ 重ね着をして体感温度を高めましょう。
□ 温度計をつけて、室温の管理（20℃）を行いましょう。
□ 窓に厚手のカーテンを掛けることで屋外への熱の放出を防ぎましょう。
□ 不要な照明・電気はこまめに消しましょう。
□ 電気の暖房器具はエアコンと電気ストーブ・ヒーターを上手に使い分けましょう。
□ 電気カーペットは人のいるエリアだけを温める、設定温度は「中」以下を心がけましょう。
□ エアコンのフィルターは2週間に1回程度掃除をしましょう。
□ 扇風機などで部屋の常備の暖気を循環させましょう。
□ こたつは上掛けなどを活用し、暖気を逃がさないようにしましょう。
□ 冷蔵庫は温度設定を「弱」に、食品も詰め込め過ぎないようにしましょう。
□ テレビは画面設定を変え輝度を落としましょう。
□ 電化製品の主電源を切りましょう。
□ 電気炊飯器の保温機能は適度に切りましょう。
□ 温水便座は・保温・温水の設定温度を下げましょう。
□ 電気ポットのお湯はコンロで沸かして、ポットの電源は切りましょう。
□ 洗濯機は容量の80％程度を目安にまとめ洗いをしましょう。
□ パソコンの省電力設定を活用しましょう。
□ 夕方のピーク時には掃除機の替わりにモップやホウキを使ってみましょう。

ナイスコミュニティー株式会社

EMS ISO14001 環境保全への取組み

ON

OFF

レ トロ 建 築 に 逢 う

土浦亀城住宅

写真で見る建物の歴史

近代建築の旗手である土浦亀城が昭和１０年に建てた自邸。
８０年も前とは思えないモダンな建築は、東京都の有形文化財
にも指定されており、木造２階建て、地下１階。
帝国ホテルの設計者であるフランク・ロイド・ライトの弟子で、奥
様と２人アメリカでライト氏の事務所で学びます。帰国後は、集
合住宅やホテルなど多くの建物を設計。土浦邸は昭和初期の

モダンデザイン及び都市住の先駆けとなった作品の1つ。白
い立方体に大きなガラス窓が特徴で、バウハウススタイルと呼
ばれるモダニズム建築。空間に段差を付けて入れこんである
ところにライトの影響が残っています。居間を中心とした家と
なっており、天井近くまである大きな窓から陽だまりが差し込み
家中に温かな光が広がります。 切り取って会場にてご提示ください。（特別ご招待券と無料駐車券は切り離さずにお持ちください）
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ナイスコミュニティーは
皆様の声を反映させていただき
よりよいマンション管理を目指します！

自転車の運転は、
ルールを守って運転しよう。

皆様には日頃より、弊社マンション管理業務に対しまして、格別のご理解とご協力を賜

りましてありがとうございます。「ナイスマンション管理研究所」では、より良い管理を

目指すために、皆様にアンケートのご協力をお願いいたしております。今回は「自転車

通行について」おたずねします。返信用ハガキにご記入の上、ご投函していただきます

よう、よろしくお願いいたします。

自動車から自転車へライフスタイルを変える人々が増えてきています。環境にやさし

く、健康の促進にもつながる自転車。しかし、マナーや交通ルールを守らない運転をす

ると、事故の加害者にも被害者にもなることもあります。自転車の運転者としての責任

をもち、交通ルールをしっかり守って、安全に利用しましょう。

お住まいのマンション名をご記入ください。

❶現在ご家庭で自転車は保有されていますか

❷自転車での事故やケガについての備えや対策をしていますか

該当する項目の□に　 をお願いします。

□A　している　□B　していない

□A　している　□B　していない

❸自転車通行に関する法改正（危険運転の禁止、罰則強化）が
　あったことを知っていますか
□A　知っている（既に加入している）　□B　知らない

❺自転車に関して現在不安に感じていることをお答え下さい。
　（複数回答可）

□A　敷地内の自転車マナー（放置自転車、不法駐輪）　

□B　敷地内駐輪場が不足している

□C　自転車事故の加害者になった時の備えに関する不安（被害者への補償、賠償など）

□D　自転車でケガをしたり、事故の被害者になったりした時の不安

□E　外出先での自転車の盗難、イタズラ

□F　お子様の自転車運転に関する事故やケガの不安

□G　その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ）

ご協力ありがとうございました。

Life Cafe No.61

❹自転車保険を知っていますか
□A　知っている　□B　知らない

❻その他ご意見がございましたらご記入下さい。

マンション名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

98.ナイスコミュニティー株式会社

（一般）ナイスコミュニティー

住まい
づくりで
失敗しない
ために

安心・安全で、健康に暮らせる住宅。高齢者が自宅でながく暮らしやすい住宅。

耐震コーナー

エネルギー

国が認定した住宅

リフォーム

スマートウェルネス
（健康・省エネ）住宅ゼロ・エネルギー住宅

地震対策はここまで進んでる！
ぜひ会場でお確かめください！

最新の家づくりがここでわかる！
高性能な住まいづくりは、国も推し進めています。

老後生活を体験しながら
リフォームのポイントが学べる！

太陽光発電システムを取り入れ、エネルギーの自給自足を目指します。
クリーンエネルギーでエコに暮らしたい人へ。

自給自足の
くらしが
実現できる！

住宅から
健康を
考えよう！

来ていただ
ければ

これからの
家づくりが

わかります
!

国内の住宅設備機器メーカーが多数出展します。
2016年に発売される新商品も多数展示されます。

商品紹介ブース 高機能・高品質商品を
お届けします！

ウッドランド 信頼のブランド輸入建材

いろんなメ
ーカーを

一度に見る
事が

できます！

住宅設備・建材メーカーブース

ＬＥＤ照明 収納・物干し・物置

水まわり
高機能商品
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差出有効期間
平成27年
12月31日まで
●切手不要 ●

ハガキに住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお書きのうえ、下記宛先までお送り下さい。
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-2-13 ニックハイム鶴見中央ビル　ナイスコミュニティー株式会社 ナイスマンション管理研究所「ライフ・カフェ」編集室まで
※〆切りは12月31日（当日消印有効） 商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

◎プレゼント応募の宛先

◎4 ページの天文台を動画でご覧になるには

個人情報に関する取り扱いについて／プレゼント応募ハガキにご記入いただいた個人情報については、プレゼント発送以外の目的で使用することはありません。また、お客様の同意を得ずに第三者へ提供したり取り扱いを委託することはありま
せん。なお個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、ナイスコミュニティー株式会社 総務課長（045-501-5005）までお願いいたします。

※本アプリケーションにおける動作推奨環境は、iPhone4、iPhone4s、iPhone5、iPad2、新iPad（iOS4.0以上）、Android搭載端末（Android OS2.2以上）となります。　※通信状況、OSのバージョン等によっては、動作しない場合がござい
ますのでご容赦ください。　※本アプリのご利用は無料ですが、アプリのダウンロードや動画閲覧には通信料がかかります。　※本コンテンツは平成27年12月31日まで閲覧可能です。　
※PAPYRUS ARに関するお問い合わせは、株式会社パピルス AR事業部（0465-34-9705） までお願いします。　

スマートフォン・iPhone・iPadで「PAPYRUS AR」をダウンロードしてください。

iPhoneをお使いの方は
App Storeから

Androidをお使いの方は
Google playから

PAPYRUS AR（無料）を
ダウンロード（インストール）で検索 →

→ あらわれたカメラ画面を図の様にして、写真の全体が入る様にかざしてください。
※なるべく影が入らない様に水平にかざしてください。

PAPYRUS ARの使い方

タップしてPAPYRUS ARを
立ち上げます。

PAPYRUS AR

11
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