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ストウブ鍋を使った料理イベント参加者募集中！ 梅林観賞といちご食べ放題6980円 知らないと損をする？家探しのノウハウ
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増税前のチャンス！春の通販コス
メ特集

注目情報

あなたはどの家電！？家電タイプ
別性格診断

申込みで商品券か新米５kgが当た
るチャンス！春のビューティ特集
♪人気の【通販コスメ】が集合す
る増税前のチャンス！無料セット
、お得なトライアルキットでまず
はお試しを

Amazonギフト券やT-POINT、楽天Edy、nanacoポイ
ントなど主要な電子マネー、マイルに交換できるＧポイ
ント。新規入会でもれなく200円相当のポイントをプレ

ゼント！ 入会はもちろん無料

Livingおうち探し 物件検索（提供元SUUMO）

ログイン 会員登録

主婦の暮らしに”楽しみ”をプラスするウェブマガジン | リビングくらしナビ
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ツイートツイート 0 友だちに教える

消費税増税前の今、この家電を買うべき！～年間消費電力量を
比較してみて～

2014/01/30 UP!  家電  家電コンシェルジュ・神原サリーの“イマドキの家電事情”  くらしのハウツー
みんなの家電研究室

家電コンシェルジュ・神原サリーの“イマドキの家電事情”

こんにちは。家電コンシェルジュの神原サリーです。
「みんなの家電研究室！」で、“イマドキの家電事情”をお伝えします。
注目の新製品から、家電の買い換え時、お手持ちの家電の賢い使い方まで、家計を預かる主婦
の厳しい目線でご案内しますね。

© Maksym Yemelyanov ‒ Fotolia.com

5％→8％の差は大きい！「いつ買うの？」「今でしょ！」
いよいよ4月に消費税が5％→8％へと上がります。
1,050円だったものは1,080円に、99,750円だったものは、なんと102,600円に！　家計への
影響が心配ですよね。

つい財布のヒモを締めたくなりますが、今だからこそ、省エネ、エコ、節電という観点で、購
入を検討しておきたい家電があります。
家電製品はここ数年で大きく、省エネ、エコ設計、節電効果が上がっているからです。

その筆頭に上がるのが、エアコンと冷蔵庫です。
今、お使いのエアコン、冷蔵庫が10年以上前に購入したものなら、性能は向上しているのに、
電気代は半減！…なんてことにもなっています。
だとしたら、「いつ買うの？」「今でしょ！」ですよね。

0いいね！いいね！
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多摩
旧稲葉家住宅は、雪の中！

「プラセンタスキンケア スター
ターキット」を10人にプレゼン
ト！

蠍座 魚座 射手座

東京 銀座、池袋、新宿、渋谷ほか

むさしの 阿佐ヶ谷、荻窪、吉祥寺、三鷹、武蔵小金井
ほか

多摩 立川～高尾、多摩モノレール沿線ほか

埼玉 大宮、浦和、川口ほか、埼玉全域

千葉 千葉、幕張、船橋、習志野ほか

かしわ 柏、松戸、我孫子、茨城ほか

横浜 横浜、元町・中華街、みなとみらいほか

田園都市 青葉台、たまプラーザほか

まちだ・さがみ 町田、相模大野ほか

大阪 大阪市、堺市、北摂エリア、京阪沿線ほか

兵庫 神戸、阪神間、北阪神、明石ほか

3000円の商品券が5人に。社会保障についてあ
なたの声を聞かせて
抽選で5人に2000円分の商品券！　「エネルギ
ーのコレカラ」アンケート
2000円分の商品券が当たる！乳酸菌に関するア
ンケート
5人に2000円分の商品券プレゼント＿東京都知
事選挙に関するアンケート

「My Clcok フォトカッター」を3人にプレゼン
ト！

「よもぎ温座パット（6個入）」を3人にプレゼ
ント！

念ずれば花ひらく～坂村真民と相田みつをの世
界　～」の開催を記念して招待券を抽選で10組
20人にプレゼント！

世界初※の缶入りトマトのビアカクテル　「ア
サヒ レッドアイ」（350ml×24本）を5人に　
リビング新聞についてのアンケート

＜ハハプロ2014＞母と娘にうれしいプレゼント
「ノウカーズ　利き米パック」

@living_mrs@living_mrsさんをフォローさんをフォロー 1,995人のフォロワー

神原サリー　顧客視点アドバイザー＆家電コンシェルジュ

新聞社勤務、フリーランスライターを経て、顧客視点アドバイザー＆
家電コンシェルジュとして独立。「企業の思いを生活者に伝え、生活
者の願いを企業に伝える」べく、家電分野を中心に執筆やコンサルテ
ィングの仕事に従事。

・日経新聞「新製品バトル」評価委員
・日経PLUS１「何でもランキング」評価委員
・一般社団法人日本睡眠改善協議会認定・睡眠改善イ ンストラクター

【連載記事】
・All About家電ガイド
・日経トレンディネット「違いがすぐ分かる！家電コンシェルジュ」
・家電Watch「神原サリーの家電HOT TOPICS」
・阪急コミュニケーションズ発行「Pen」『白モノ家電コンシェルジ
ュ』
・木楽舎発行「孫の力」『サリーの超絶ハイテク家電ガイド』
・学研パブリッシング発行「aene」『サリー＆ユリーの家電ファンミ
ーティング』

「Sallyの家電研究室」
http://kaden.k-sally.jp/

ツイートツイート 0 友だちに教える

わが家の家電の買い換え時はココでチェック！
「え～っ、ホント？　わが家の家電の場合はどうなの？」と思った方におすすめなのが、環境
省が運営する省エネ製品買い換えナビゲーション「しんきゅうさん」。

照明・器具、エアコン、冷蔵庫、テレビ、温水洗浄便座の５品目について、現在使用中の家電
と購入検討中の家電で、消費電力量、電気代、二酸化炭素排出量などが、どれほど変わるかを
算出してくれます。
※「しんきゅうさん」には、お持ちの家電を上手に使う方法などのアドバイスもあるので、参
考にしてみてくださいね。

10年以上前の製品と比べると、ちょっとビックリの結果も…。
家電製品は毎年、それなりに進化を遂げています。

買い換え時が判明したあなた！　気になっていた新製品を選ぶもよし、１シーズン前の製品を
狙うのもよし、消費税増税前の今が買い時ではないですか？

次回もお楽しみに！

＜文：3jags服部好江＞

リビングWebでの価格表記は、特記を除き記事公開日時点での税込み金額です。消費増税により、4月1日
以降は紹介した金額が変わることがあります。詳しくは各企業等にご確認ください。

家電  家電コンシェルジュ・神原サリーの“イマドキの家電事情”  くらしのハウツー  みんなの家電研
究室

冷蔵庫は8年経っていたら、買い替え時！ ～進化している冷蔵庫～
エアコンは冬こそ買い時！～我が家のエアコン活用術～
ここ１年で購入した商品、上位3位は？
自家製ヨーグルトがご自宅で簡単に！

0いいね！いいね！
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壺に水!?機能性・デザイン性を備えた“新しく美しい”加湿器

増税前のチャンス！春の通販コスメ
特集

あなたはどの家電！？家電タイプ別
性格診断

みんな大好きインスタントラーメン
！読者やシュフワンのレシピも！

助かりました大賞結果発表！グラン
プリに輝いたのは・・・！？

乾燥肌の化粧品の選び方(8)シャンプー
ホタテとレタスのあんかけラーメン【わが家の袋麺レシピ】
フォーマルスタイルに使えるジュエリー【リビこれ！】
オーストラリア旅行、家電など話題の賞品が当たるチャンス！プラウドクラブWEBキャンペーン！　
あなたはどの家電！？家電タイプ別性格診断
すぐに１品増える！じゃがいもの冷凍保存で時短料理
捨てる前に挑戦！野菜の切れ端を育ててみよう！
参加者募集！人気のSTAUB（ストウブ）でおいしい♪パン作り

いつもの食パンにひと工夫！ 10分朝ごはんレシピ特集

家族と！仲間と！4人で気持ちよく走ろう「第1回リビング春風駅伝 参加者大募集！！」

【主婦のキモチ特別編】男性に聞く「プラトニックな恋愛ってあり？」

12星座別年間占い　気になる2014年の運勢をチェック

マットやスリッパがないトイレはNG！

日本初上陸！デンマークの雑貨店「ソストレーネ・グレーネ」

住宅購入前に知りたい「住宅ローン減税」と「すまい給付金」

2014年トレンド予測　今年流行るのはコレ！？

すぐに１品増える！じゃがいもの冷凍保存で時短料理

参加者募集！人気のSTAUB（ストウブ）でおいしい♪パン作り

ストウブ鍋を使った料理イベント参加者募集中！  梅林観賞といちご食べ放題6980円  
知らないと損をする？家探しのノウハウ

トップ  特集  みんなのブログ  くらしニュース  くらしのハウツー  旬ボイス  プレゼント
住まいのガイド  おでかけコレクション

料理・グルメ  ビューティー  ヘルスケア  マネー  家事・住まい  ライフスタイル  エンタメ
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