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  東雲研修センター  ニュースレター No.27 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 

 いつも東雲研修センター及び公式 HP をご利用頂きましてありがとうございます。 

 

 新型コロナウイルスの感染で、私たちの業界でも大きな影響が出ています。 

商材の納期未定(遅延)や、展示会・研修会等の中止や延期と、なかなか先の 

見通しが立たずにいます。ですが、出口のないトンネルはない。その出口が 

少しでも早く来るよう、GW はステイホームで早期の収束を祈りましょう。 

今日は、ステイホームでも利用できる、ステイホームだからこそ利用したい、 

水周りのネットでのキッチンプランニング、カラーシミュレーションについて 

各社の特徴を交えてご紹介したいと思います。現在リフォームをお考えの方も 

そうでない方も、ぜひこの機会にご活用下さい。 

 

 

 

 

――――ＩＮＤＥＸ―――――――――――――――――――――――――― 

 

【1】お役立ち情報 1‥‥新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を 

          感じている事業者の皆様へ 

   お役立ち情報 2‥‥「山中伸弥の新型コロナウィルス情報発信」 

【2】研修情報‥‥定期研修延期のお知らせ 

【3】なるほど講座‥‥詳しく教えて、エコ次郎先生！【ネットでのプランニング】 

【4】各社のネットでのプランニング、カラーコーディネートのご紹介 

【5】編集後記‥‥エコ次郎の小ネタ横町 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【1】お役立ち情報 1  新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を 

           感じている事業者の皆様へ 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

 

経済産業省は、新型コロナウイルス（COVID-19）による企業への影響を緩和し、 

企業を支援するための施策をご案内します。 

 

《新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ》 

  https://www.eco-reform.org/image/pdf/covid19.pdf 

 

 

《資金相談特設サイト》 https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html 

日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等の各政府系金融機関の融資等の申し込みを 

検討されている事業者の皆様向けに、申込・相談の方法や問合せ先をまとめた 

特設サイトを設けました。詳しくはこちらをご一読ください。 

 

 

《持続化給付金》 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を 

支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。 

なお、令和２年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や 

条件については現在検討中です。詳細が決まり次第公表させていただきます。 

 

動画でもご案内しています。 https://youtu.be/r2h035U4lcI 

 

 

詳しくは経済産業省のこちらのサイトをご覧ください。 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ 

 

 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 お役立ち情報 2    「山中伸弥の新型コロナウィルス情報発信」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

 

 新型コロナウイルス関連のサイトをたくさん目にしますが、幹細胞の研究者 

であり、2012 年のノーベル生理学・医学賞を受賞された山中伸弥先生が発信 

している「山中伸弥の新型コロナウィルス情報発信」サイトがとても素晴らしい 



ので、ぜひみなさまにもご紹介したいと思い、ここに書かせて頂きます。 

 

ー 山中先生のご挨拶文 ー 

 

幹細胞の研究者です。感染症や公衆衛生の専門家ではありません。しかし、 

人類への脅威となった新型コロナウイルスに対し、医学研究者として何か 

できないかと考え、情報発信を始めることにしました。自分でホームページを 

作るのは 15 年ぶりですが、頑張って最新情報を発信していきたいと思います。 

私自⾝、研究所⻑として組織の対応を迅速に決断する必要があります。 

そのためには、根拠や出典が明確な最新の情報を集めなければなりません。 

皆さんと一緒に、学んで行きたいと思います。 

 

https://www.covid19-yamanaka.com/index.html 

 

 

 

 

 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【2】東雲研修センター 定期研修延期のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

 

新型コロナウィルス感染予防のため 3 月、4 月、5 月、６月の研修及び見学は、 

すべて延期または中止とさせて頂きます。延期になりました研修は 7 月以降 

に振替日を設けておりますので、トピックス及び受付中研修一覧をご確認 

願います。 

 また、申込済みで事務局と連絡の取れていない方は、大変お手数では 

ございますが、下記へご連絡下さい。 

 

事務局担当者：橋本正美 

携帯：090-4228-6933 

メール：hashimoto-ms@hat.co.jp 

 

 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【3】なるほど講座  詳しく教えて、エコ次郎先生！ 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

 

         本日のお題 【ネットでのプラニング】 

 

エコ娘： エコ次郎先生、友達の家がキッチンのリフォームを考えているんだ 

 けど、新型コロナで外出自粛だし、感染リスクも怖いからショールームに 

 行かれなくて困ってるんですって。 

 

エコ次郎： エコ娘くん、現在メーカー各社のショールームは休業要請で休館 

 中ですよ。今のところ 5 月 10 日辺りまで休館のところが多いようです。 

 

エコ娘： そっか！！そうですよね！3 蜜じゃん！休館かぁ、それじゃあ今は 

 何も決められないんですね。仕方ないか、全国みーんな自粛だもんなー。 

 

エコ次郎： そう思いますよね。ですが今はショールームに行かなくても事前に 

 ネットでプランニングしたり、カラーコーディネートである程度のイメージを 

 固めることが出来るんですよ。最初からショールームに行って、アドバイザー 

 や施工者のおすすめを元に考えたいという方もいらっしゃいますが、事前に 

 色味や機能を絞って自分の思い描く形を固めておきたい方も多く、また 

 気軽にリフォームを考えてみるきっかけにもなるので、ネットでのプラン 

 ニングはとてもおすすめです。また、こういう時期だからこそ、アドバイザー 

 に１からお願いしたい方も、ぜひネットでのプランニングに挑戦して知識を 

 豊富にして頂いて、ショールームが営業を再開した暁にはご自分の希望や 

 確認したい点をしっかり伝えられるように準備をして頂けたらと思います。 

 

エコ娘： すごーーぃ！！ネットでプランニング！？シューズのオーダーメイド 

 のサイトで同じようなことをした事はあったけど、キッチンなんて大きな 

 お買い物でも同じことが出来るんだ！ 

 

エコ次郎： はい。住宅設備のプランニング機能を採用しているメーカーは 

 増えていまして、キッチンだけではなく、浴室や洗面化粧台などにも対応 

 しているメーカーもあります。ショールームの予約をして、実際に足を 

 運んで説明を受けてプランを詰めて、最後にプランシートを作成して貰う、 

 と言うのが主流でしたが、今はあらかじめ自分で型や色・オプションなど 

 も決めてプランシートも作成した上で、それを元にしてショールームで 

 更に細かい部分を詰めて行く、という事ができるので、ショールームでの 



 時間も一層有意義に使えるようです。 

 

エコ娘：なるほど〜！！確かに「ショールームでの時間も一層有意義に」 

 って言うのは深く納得です。前にうちのリフォームのことでショールームに 

 行った時に、意見が合わなくて段々険悪なムードになっちゃって、最終的に 

 は家族で喧嘩、みたいな(笑)アドバイザーのお姉さんも困っちゃってて、 

 今思うだけでも恥ずかしい〜！だから予め家でプランニングできるって 

 素敵だと思います！！ 

 

エコ次郎：そんなことがあったのですか。きっとご家族皆さまが真剣にリフォ 

 ームのことを考えているが故に喧嘩になってしまったのでしょうけど、 

 できることでしたらショールームでは楽しく内覧したいですよね。 

 

エコ娘：ホントそう！あと、何となくショールームって“ガチの人”が行くって 

 いうイメージがあるから、リフォームしたいけど何も決めてない、何も分か 

 らないっていうレベルではちょっと予約してまで行く勇気はないかも。だか 

 らこそお家でプランニング！まずはそこだな！エコ次郎先生、友達にもそう 

 アドバイスしてみますね！ 

 

エコ次郎：ぜひそうしてあげて下さい。きっと今よりもっとリフォームにも 

 商材にも興味が沸くと思いますし、充実したリフォームになることでしょう。 

 

エコ娘：先生、ついでにプランニングとかカラーコーディネートの各メーカー 

 の特徴も教えて欲しいです！ 

 

エコ次郎：かしこまりました。では次のコーナーで何社かピックアップして 

 ご紹介したいと思います。 

 

エコ娘：やったぁ！ありがとうございます！ 

 

 

 

 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【4】各社のネットでのキッチンプランニング、カラーコーディネートのご紹介 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 



 

 

◎TOTO 《キッチンプランナー》 

 https://jp.toto.com/plan/kitchen/index.htm 

 

対応シリーズ：ザ・クラッソ、ミッテ 

 

キッチンプランシート、ご参考価格シート、レイアウト図が一気に作成できる。 

I 型、L 型、フラット対面型など、お好みの型を選び、その後にプラン、間口、 

オプションなどを追加して行って 1 からプランを作成して行くパターンと、 

カタログ掲載プランを基本にして変更したい箇所を選び直して行くパターン 

の 2 つがある。品番一覧と本体価格も表示され、また、仕様変更も瞬時に画像に 

反映され、初めてでも扱いやすいのが特徴。 

 

《カラーシミュレーション》では部屋の床の色も変えられ、自宅のリビングの 

明るさを再現しながらキッチンパネルの色をコーディネートすることが出来る。 

 

 

 

 

◎Panasonic 《i・HOW'S PLAN -アイハウズプラン》 

 https://sumai.panasonic.jp/ihows/#ctg_kitchen 

 

対応シリーズ：L クラスキッチン、リフォムス、ラクシーナ、リビングステーション V スタ
イル 

 

自分だけのオリジナルプランを作成。提案ボード、概算見積書・図面も確認できる。 

見積りしたいシリーズを選択、「キッチン」と「収納」は個別にプランニングする。 

キッチンを選ぶと、I 型・L 型・対面型などレイアウト選択→シンク位置、カウンター 

高さ、食洗機の有無などを順番に選ぶようになっている。基本仕様画面では簡易的な 

絵、故に扉の色味を変更しても本物と少し違いを感じるが、シミュレーション画面 

では常に現在合計金額が表示されていて、更に仕様やオプションを変えるとその都度 

合計金額の再計算ができる。その際、変更する前の金額との差額も表示されるのは、 

予算を念頭にシミュレーションを進めたい方にはとてもポイントが高い。 

 

 



 

◎クリナップ 《ぷらん館》 

 https://cleanup.jp/planning-support/estimate.shtml 

 

対応シリーズ：セントロ、ステディア、ラクエラ、コルティ 

 

シリーズ選択をしたあと、カテゴリー(キッチン・収納・キッチン＋収納)、 

キッチン情報(I 型・L 型・フラット対面、間口、奥行など)、収納情報(レイアウト、 

間口)を 1 つの画面で選択→検索すると、条件を満たした組み合わせプランの見積 

情報が表示される。検索結果が多ければ、ワークトップやシンク、レンジフード 

などのキッチン情報をより詳しく選択して絞り込むことができ、理想に近い 

プランを選ぶと、プレゼンシート、見積書、レイアウト図のプリントアウトが 

できる。絞り込みでのキッチン情報では、それぞれの商品(例えばレンジフード 

のラインナップ)の違いは説明が出て来ないので、事前に WEB カタログ等で 

調べておくのがベスト。 

 

 

 

 

◎LIXIL《水まわり商品 かんたんナビ》 

 https://kantan-navi.lixil.co.jp/kitchen/selectstyle.php 

 

対応シリーズ：リシェル SI、アレスタ 

 

壁付型キッチン、造作壁対面キッチン、対面キッチンの 3 つから好みのスタイルを 

選択。その後、キッチンの幅や、現在のキッチンでのお困りごとや、リフォームに 

当たっての憧れの項目を選ぶと、おすすめプランが表示される。他社では《カラー 

シミュレーション》が別に用意されているが、LIXIL《水まわり商品 かんたんナビ》 

にはカラーシミュレーション機能も含まれていて、充実のカラー変更。即座に 

画面に反映されるだけではなく、実物に近い画像でイメージ表示されるため非常に 

見やすい。また、選んだ項目によっておすすめオプションプランの提示もあり、 

自分に必要な機能が一目で分かって便利。エコ次郎おすすめ。 

 

 

 

◎トクラス 「カラーシミュレーション」にのみ対応。 



 https://www.toclas.co.jp/simulation/kitchen/ 

 

対応シリーズ：Berry ベリー 

 

扉の色や柄の差し替え技術が進んでいて、実際に目の前で商材を見ているような 

リアリティーが感じられる。扉色(収納部、収納部上、キッチン部)が、全て別の 

色を選ぶことが出来るので、個性的な色合いにも対応。 

 

 

 

 

◎タカラスタンダード 「カラーシミュレーション」にのみ対応。 

 https://www.takara-standard.co.jp/color_simulation/app/?l=kitchen 

 

対応シリーズ：レミュー、トレーシア、リフィット、エーデル 

 

 

シリーズ・プランからはもちろん、他社にはない「インテリアスタイル」に 

合わせてシミュレーションができる。また、キッチン画像のパーツに直接カーソル 

を合わせるだけで、その部分のカラーが簡単に変えられるので、それぞれのパーツ 

の名前が分からなくても OK。臨場感も抜群で、初めての方でも簡単操作。 

 

 

ー△ー▽ー△ー▽ー△ー▽ー△ー▽ー△ー▽ー△ー▽ー△ー▽ー△ー▽ー△ー 

 

ネットでのキッチンのプランニング・カラーシミュレーションは、どなたでも 

お手軽お気軽に行って頂けますし、キッチンスペシャリストを目指している方 

や、住宅設備業界でお仕事をされている方の勉強にもお役立て頂けるかと 

思いますので、ぜひみなさんも一度やってみて下さい！ 

 

 

 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【5】編集後記 〜エコ次郎の小ネタ横町〜 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

 ご無沙汰しております、エコ次郎でございます。 



 3 ヶ月前には世の中がこのような事になるとは夢にも思っていませんでした。 

未知のウイルスに全世界が脅かされる、このような悪夢は 1 日も早く終息を 

迎えて欲しいものです。最前線で治療に当たられている医療従事者の方々に 

感謝申し上げると共に、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表します。 

 

 緊急事態宣言の発令以降、めっきり外食の機会が無くなり、家で食事を 

することが当たり前になりました。日頃から外での付き合いは少ない方です 

が、それがゼロになると私の懐は月初めの小遣い支給日から温まったままに 

なり、何となく気持ちに余裕が出て心が元気になれている気がします。 

新型コロナが流行る前は、休日にふらっと出掛けて、ふらっと喫茶店に 

入ってコーヒーを飲むことが当たり前で、特に何も思ってはいませんでした。 

しかし、そういう何気ないことが、今はできません。でも、私の場合は 

ストレス発散という訳ではなく、週末の日課のように喫茶店を利用していた 

ので、行かれなくなったからといって大きく気持ちに変化は無く。代わりに、 

以前から休日の朝に自分で豆を挽いてコーヒーを淹れることが楽しみだった 

ので、今はそちらを午後にも楽しむようにしています。外で頂くコーヒーも 

美味しいですが、豆を購入して家で飲む方がお財布にも優しいので、更に 

懐がほんわかです。 

 

 外出自粛が解除になったら、懐を温めてくれた分は地域で使おうと思って 

います。早くその日が来ることを心より祈って、この大型連休はステイホーム 

で頑張ります。 
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