
カ タ ロ グ だ け で は わ か ら な い

エコシャンテ
お客様の
声
BOOK

本カタログ掲載の商品・部品・部材の色柄や色調などは、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
また改良を目的として、予告なく仕様などを変更する場合がありますので、ご了承ください。

www.sekisuiheim-owner.jp/ecochante/

セキスイハイム・ツーユーホーム向け

外観一新リノベーション エコシャンテ
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エコシャンテでリフォームされた
お客様からいただいたお便り、

1189通。
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エコシャンテでリフォームされた
お客様からいただいたお便り、

エコシャンテ発売10周年を迎える

にあたり、過去にリフォームを行わ

れたお客様に2017年3月〜4月の

期間でアンケートを実施。1189通

のご回答をいただきました。

リフォームしてよかったこと 031
周りの方々の嬉しい反応 072
住み心地の変化 113
経験者からのアドバイス 154
セキスイへのご意見・ご要望 165
《特集》オーナー様特別インタビュー 176

私たちは、沢山の「お客様の声」をいただけることで、

商品・サービスを改善していけると考えています。

特に、「リフォームして良かった」という

喜びの声をいただくことは、何よりの励みです。

このたび、エコシャンテをリニューアルするにあたり、

たくさんの「お客様の声」を集めることができました。

これからリフォームを検討される方にも、生の声を

ヒントとして、ぜひご覧いただきたいと思います。

「お客様の声｣が私たちの宝物です。

皆さんにも知らせたい『エコシャンテ体験談』

※この冊子でご紹介しているコメントは、あくまで入居者の方の個人的な感想です。商品の効果・
　効能を保証するものではありません。人それぞれの個人差がありますのでご注意ください。 02



とてもそう思う

39％
そう思う

52％

91％
わが家がもっと好きになった

わからない
6％

思わない
2％ 1％

無回答

「わが家が
もっと好きに
なった」

リフォームしてよかったこと

エコシャンテをしたことで、
長年の愛着ある
住まいがもっと好きに
なったと回答された方が
90％以上に上りました。
外観の美しさだけでなく、
気持ちのリフレッシュなど、
様々な理由を挙げて
いただきました。

エコシャンテ
お客様の
声BOOK

91％

1

広島県 60代 男性（ハイムアバンテ・築24年）

愛知県 30代以下 女性（ハイムパルフェ・築11年）

長崎県 50代 女性（ツーユーホームAⅡ・築22年）

愛知県 50代 男性（ハイムパルフェ・築18年）
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石川県 50代 女性（ハイムパルフェ・築20年）

東京都 40代 男性（ハイムM3・築36年）

兵庫県 50代 女性（ハイムセラーノ・築16年）

岐阜県 70代以上 男性（ハイムパルフェ・築23年）

京都府 50代 女性（ツーユーホームミオーレ・築10年）
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エコシャンテ
お客様の
声BOOK

リフォームしてよかったこと1

とてもそう思う

25％

そう思う

54％

79％
リフォームの楽しさが味わえた

わからない
15％

思わない
6％ 0％

無回答

「リフォームの
楽しさが
味わえた」

どんな
憧れの暮らしにしたいのか、
どんなわが家にしたいのか。
ご家族でイメージを膨らませる
プロセスも、
リフォームの楽しみの一つです。
エコシャンテでそんな楽しみを
満喫されたという声も
多数ありました。

79％
群馬県 40代 女性（ツーユーホームT1・築20年）

大阪府 60代 男性（ハイムパルフェ・築19年）

静岡県 60代 女性（ハイムパルフェ・築30年）

岐阜県 30代以下 女性（ハイムパルフェ・築10年）

滋賀県 50代 男性（ハイムドマーニ・築21年）

三重県 50代 男性（ハイムオーサンス・築25年）
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群馬県 40代 女性（ツーユーホームT1・築20年）

和歌山県 60代 男性（ハイムM3・築35年）

群馬県 30代以下 男性（ハイムパルフェ・築20年）

岐阜県 30代以下 女性（ハイムパルフェ・築10年）

福井県 60代 男性（ハイムノースワード・築14年）
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エコシャンテ
お客様の
声BOOK

周りの方々の嬉しい反応2

「ご近所の
評判が
良くなった」

顔なじみの方、お散歩中の方、
宅配便や郵便局の方……。
いろいろなご近所さんたちが
一新した住まいを
褒めてくださったと、
うれしい声がたくさん
届いています。
上質感あふれる佇まいは、
街の表情を変化させている
ようです。

71％
とてもそう思う

26％
そう思う

45％

71％
ご近所の評判が良くなった

わからない
26％

思わない
2％ 1％

無回答

三重県 60代 女性（ハイムドマーニ・築25年）

兵庫県 40代 女性（ハイムパルフェ・築10年）山口県 60代 男性（ハイムドマーニ・築25年）

広島県 60代 男性（ハイムアバンテ・築24年）

千葉県 50代 女性（ハイムパルフェ・築28年）

山口県 50代 男性（ハイムBJ・築10年）
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静岡県 60代 女性（ハイムパルフェ・築30年）

奈良県 70代以上 女性（ハイムシェモア・築25年）

兵庫県 40代 女性（ハイムパルフェ・築10年）

千葉県 50代 女性（ハイムパルフェ・築28年）

宮城県 60代 男性（ハイムドマーニ・築24年）
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「ご近所の
評判が
良くなった」

71％

エコシャンテ
お客様の
声BOOK

周りの方々の　嬉しい反応2

愛知県 60代 男性（ハイムパルフェ・築25年）

広島県 40代 男性（ハイムドマーニ・築8年）

愛知県 40代 女性（ハイムドマーニ・築10年）

兵庫県 60代 男性（ハイムパルフェ・築29年）
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「人を
招きたく
なった」

住まいの外観が
一新されることで、
自然と人が集まるように。
わが家を褒められるうれしさ、
語るうれしさ、
多くのご家族が
味わわれているようです

59％
とても
そう思う

14％

そう思う

45％

59％
人を招きたくなった

わからない
29％

思わない
11％

1％
無回答

岡山県 40代 女性（ハイムドマーニ・築16年）

愛知県 60代 男性（ハイムパルフェ・築30年）

長野県 50代 男性（ハイムレクシス・築16年）

千葉県 60代 女性（ハイムドマーニ・築23年）
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エコシャンテ
お客様の
声BOOK

住み心地の変化3

とてもそう思う

62％
そう思う

34％

96％
メンテナンスの心配が減った

わからない3％
思わない0％

1％
無回答

広島県 30代以下 女性（ハイムBJ・築5年）

愛知県 40代 女性（ハイムデシオ・築10年）

「メンテナンス
の心配が
減った」

外壁塗装の場合、
足場を組んで大掛かりな
メンテナンスを約10年おきに
行う必要があります。
磁器タイル外壁の
エコシャンテは、
塗り替えの手間もなく、
色あせや藻などの心配からも
解放される点が
高く評価されています。

96％

北海道 60代 男性（ハイムノースワード・築30年）
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岡山県 40代 女性（ハイムBJ・築10年）

熊本県 60代 男性（ハイムパルフェ・築12年）

静岡県 70代以上 男性（ハイムパルフェ・築27年）

神奈川県 60代 女性（ハイムドマーニ・築18年）

石川県 70代以上 女性（ハイムノースワード・築14年）
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エコシャンテ
お客様の
声BOOK

「外の音が
静かに
なった」

52％

雨の音、目の前の道路を
通る車の音などが
静かになったという声も
多数いただきました。
遮音性の向上も、
エコシャンテの
メリットの一つです。

とてもそう思う

17％
そう思う

35％

52％
外の音が静かになった

わからない

42％

思わない
5％ 1％

無回答

住み心地の変化3

兵庫県 60代 女性（ハイムパルフェ・築30年）

岐阜県 60代 男性（ツーユーホームAⅡ・築20年）

愛知県 70代以上 女性（ハイムパルフェ・築18年）

大阪府 60代 男性（ハイムM3・築32年）
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一般的に、重量がある
タイル外壁の場合、建物にかかる
構造的な負担は増大しますが、
大きな地震の際にも無事だったという
声をいただいてます。

エコシャンテ
お客様の
声BOOK

「災害時も
大丈夫
だった」

住み心地の変化3

熊本県 40代 男性（ハイムパルフェ・築12年）

熊本県 60代 男性（ツーユーホームAⅡ・築24年）

熊本県 60代 女性（ハイムパルフェ・築26年）

千葉県 60代 男性（ハイムオーサンス・築26年）

福岡県 50代 女性（ツーユーホームセントワ・築10年）
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「
こ
れ
か
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
を

ご
検
討
さ
れ
る
方
へ
」

エコシャンテ
お客様の
声BOOK

色やデザインはどう決めたらいい？
外装パーツはどう選んだらいい？
大切なわが家だからこそ悩ましい……。
そんなとき頼れるのが、
実際にエコシャンテを経験された
皆さんからの貴重なアドバイスです。

経験者からのアドバイス4

愛知県 60代 男性（ハイムパルフェ・築30年）

愛知県 40代 女性（ハイムドマーニ・築10年）

兵庫県 40代 女性（ハイムパルフェ・築10年）

愛知県 50代 男性（ハイムパルフェ・築18年）

15



エコシャンテ
お客様の
声BOOK

商品ラインナップに関するご要望や、工事中や
品質に関するご意見、そして私たちに対する応
援メッセージなど、多くの声をいただきました。
このたびのリニューアルでは、ご意見を参考に、
・ バリエーションの拡充
・ 外壁だけでなく、全体のラインナップ化
・ 実例・体験談の紹介強化
・ リフォーム後のイメージ説明の工夫
について、特に取り組んできました。
これからも、様々なご要望に対応していきます。

■ より多くのご家族に、ご満足いただくために

外観シミュレーション専用WEBサイト

4つのスタイルとコーディネート

セキスイへのご意見・ご要望5

Natural style Modern styleGrand style Luxury style

実施する前に施工済みの

事例紹介とお客様の感想

などをもう少し知りたかった。

外壁だけでなくドアもおしゃ

れにしたい。社員の方々の

あたたかい対応、ありがとう

ございます。

今後、外壁のメンテナンス

は心配いりませんが、屋根

が心配です。

家のすべてを知った上で

の作業だからなのか、美し

い仕上がりだと思いました。

「新築同様」を目指す姿

勢がすごい。

磁器タイルを貼付する部分

を決める際、建物の強度

計算をした上での判断資

料を示していただき、安心で

きました。

とても良い材質です。カラー

バリエーションをもう少し増

やしいほしいです。あともう少

しコストが安ければもっとう

れしいです。

広島県 60代 女性（ハイムＭ３・築32年）

滋賀県 50代 男性（ハイムドマーニ・築21年）

広島県 60代 男性（ハイムドマーニ・築17年）

京都府 50代 男性（ハイムパルフェ・築16年）

愛知県 30代以下 女性（ハイムパルフェ・築20年）

青森県 60代 男性（ハイムノースワード・築30年）

私たちは、お客様の声に感謝し
さらなる改善に活かしていきます。
お客様からの様々なご意見やご要望、時にはお叱りの言葉をいただくことを糧に、
私たちは商品・サービスの改善を進めています。
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キレイになった
わが家、
まるでホテルみたい。

35年前、3人目のお子様の誕生をきっかけにハイムM3を建てられたK様。
それ以来、トイレ、浴室、お孫さんたちのための部屋……と、
暮らしの変化に合わせて、住まいを自分好みにアレンジして来られたそうです。
今回、「エコシャンテにしてよかった！」とうれしいお便りをくださった奥様に、
外装一新リフォームのあれこれ、お聞きしました。

それはもう、外観がとてもキレイに

なったこと、に尽きます。毎日気分が

いいですよ。今まで仕事が忙しくてな

かなか旅行も行けなかったのですが、

エコシャンテで美しくなったわが家で

過ごす時間は、まるでホテルにいるみ

たい！それに、かわいい孫たちに残し

てやれる価値のある家になったことが

タイル外壁の住まいに、もともと憧れ

ていたんです。でも費用の面からずっ

と躊躇していて。今まで塗装を繰り返

してきましたが、60歳を過ぎてこれ

からも続く塗装を考えると不安を感じ

たんです。健康かどうか、費用を工面

できるかどうかもわからないし。そう

考えると、メンテナンスの心配がなく

なるエコシャンテは非常に魅力的で

した。

　実際にエコシャンテにしてから、

次の塗装のことを気にしなくてよ

くなったので、悩みから解放さ

れて心がすっきりしましたね。

エコシャンテにしたら

孫５人全員が
「おばあちゃん家に
住みたい」って大絶賛（笑）。

《特集》エコシャンテオーナー様 特別インタビュー

エコシャンテ
（磁器タイル外壁）で
リフォームされた
きっかけは？

リフォーム後の
住まいで一番
気に入っている点は？

和歌山県 K様

エコシャンテ
お客様の
声BOOK 6
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隣のハイムに住む息子も
「隣の家と変わろうか？」と
うらやましげ！

今までもよく遊びに来てくれていたん

ですけれど、工事が終わって完成した

様子を見て、「新しいお家になったみ

たい！」と５人の孫たちは大喜び。５

人ともが「自分の家じゃなくて、おば

あちゃん家に住みたい」なんて言い出

す始末です。「パパとママには無理だ

と思うから、おばあちゃんがうちの家

もエコシャンテにしてちょうだい」な

んて言われました（笑）。隣でハイム

を建てて住んでいる息子も「隣の家と

変わろうか？」ってうらやましそうで

した。

このあたりはリタイアされたご高齢者

が多く、日中在宅されている方も多い

んです。そんな方から「今日も工事の

様子を見ていたけど、すごく丁寧にい

い仕事していたよ」なんて声をかけら

れました。実際、セキスイの担当者は

どの方もとても話しやすく、工事中も

室内の照明をLEDに変えてもらった

り、TVの配線で困っているのを助け

てもらったり、本当に頼りになる存在

で。いつも時間にきっちりしているし、

安心してわが家をお任せすることがで

きました。

お孫さんたちの
反応はどうでしたか？

ご近所からの
評価は
どうでしたか？

新築してから30年以上の間、わが家

は必要に応じて住まいに手を加えてき

ました。太陽光発電を搭載したり、孫

がのびのび遊べるように大空間をつ

くったり。無理かもしれないと思って

も、まずはセキスイの担当者に相談す

れば、その都度うまく実現してくれま

した。手を加えることで、わが家への

愛着も深まります。ぜひエコシャンテ

で「わが家に手を加える楽しみ」を味

わってほしいと思います。

エコシャンテを
ご検討中の
方にアドバイスを
お願いします。

うれしいですね。もともとセキスイハ

イムは耐久性が高い家。とくに骨組み

がしっかりしているからこそ、外まわ

りを今回エコシャンテで一新できたこ

とでさらに永く住み継いでいける家に

なった安心感があります。

K様プロフィール
□家族構成：2人（ご主人、奥様）
□建物タイプ：ハイムM3
□築年数：35年（33年目に改装）
□磁器タイル：
　ラスティックタイル（ブラウン）
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本カタログ掲載の商品・部品・部材の色柄や色調などは、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
また改良を目的として、予告なく仕様などを変更する場合がありますので、ご了承ください。
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