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ドイツでアパート生活をする際に必要な情報です。日本とは違う点も多く、 

守らないと余計なトラブル、費用、家賃アップにつながることもありますのでご注意下さい。 
WG(シェアアパート)の場合、新しく入ってくる方に各アパートでのルール等の説明をお願いいたします。 

 

お預かりする敷金は保証金の役割となります。引越しでお部屋を出られる時は、入居した時の状

態復帰でご退室をお願いいたします。家具の破損や壁の汚れ等がある場合は、修理・補修をお願

いするか、その修理代金を敷金から差し引かせていただくことになります。 

 

アパート内は禁煙ですが、もしタバコを吸うと壁がすぐに黄色く変色します。

廊下、キッチン、浴室の共同部分のお掃除は、1 週間に一度、交代で行って

ください。 

 

頻繁に掃除をしていれば、きれいさは保たれますが、長く掃除を怠ると汚れ

もひどくなって落ちにくくなります。キッチンや浴室などの共同スペースの交代での掃除の怠り

による汚れなども敷金での精算の対象になりますので、アパートのご利用は丁寧かつ清潔的にお

願いいたします。 

 

ドイツの建物は密封性が高くて通気が悪いので、特に冬の間は寝ている間

に寝息で湿度がかなり上がります。毎朝窓を全開にして 1 時間ほどは通

気を行ってください。すぐにカビが発生し、ひどくなると、費用のかかる

壁紙の交換等が必要になってしまいます。浴室は特にご注意いただき、ド

アは普段なるべく開けておいてください。 

 

 

    1. アパートでの生活一般 

ドイツでは、建物の中では基本的に静かにすごします。(例えば夕食時のレストランなどでも子供

連れのドイツ人家族の姿を見ることが稀です。)ドイツ特有の暗黙の了解・

習慣がいくつもあります。まずは静かにするその時間帯でが、朝は 6 時、7

時などかなり早い時間からある程度の騒音は許されますが、夜は基本的には

22 時以降は静かにします。 
  
静かかうるさいかの騒音のレベルは、例えば掃除機とかシャワー、電動ドリ

ルの音のレベルはうるさい方に分類されます。平日の早朝に掃除機をかけた

りシャワーを浴びるのは OK ですが、22 時以降は控えるようにします。 
  
但しこれもケースバイケースで、もしお隣さんが寛大な方であったり、 

その時間帯にいない方、あるいは耳の遠いお年寄りであるなどと運にも左右されますので、必要

に迫られた時はまず一度試してみるという方法があります。 

 

お隣や階下、時によっては上のアパートが耳のいい元気なお年寄りでし

かも神経質な人の場合、うるさいと思われた時は壁から”コツコツ”と

何かで壁をたたく音がする時がありますが、これは”うるさいです

よ！”のサインなので気をつけましょう。ほうきなどの棒状のものでつ

ついているのです。 
  
特に日曜日は静かにしましょう。宗教の関係から日曜日は休息の日です。

電動ドリルの使用などはほぼ不可能です。運が悪ければ洗濯機を回した
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り掃除機をかけるだけでも注意を受けます。洗車場や商店も閉まっています。日曜日のモーター

類の使用は基本的に諦めてください。でも注意して周りに耳を傾けていると掃除機 や洗濯機を使

っている音も時々聞こえます。やはりケースバイケースで、住む場所の状況、つまりお隣さんや

階下の人次第となります。台所ですが、ドイツ人は日本人のようにはあまり料理をしません。 

 

ドイツ人家庭では、日本人のように揚げ物や炒め物をほとんどしないため、台所がピッカピカで

す。よって日本人が長く住んで使った(ドイツ人にしてみると酷く汚れた)台所を見て驚いてしま

うドイツ人の大家さんもいます。これは頻繁に掃除をするか、引越しで出て行く時に徹底的にき

れいにするしかありません。  
  

お風呂に関してですが、日本とは違って水・お湯が使えるのは浴槽の中だ

けで す。浴槽の外は防水となっていませんので、日本の浴槽のつもりで

浴槽の外に水・お湯を出してしまうと下の階の天井などに染み出てきてし

まいますので気をつ けてください。ヨーロッパのホテルでは、浴室にそ

の内容の注意書が日本語で書かれているところが多いので、どうやら日本

人によるそのトラブルが多いようです。  

 

特に浴槽にはカビが発生しやすいです。ドイツ人は日本人のように頻繁に入浴せずにシャワ ーで

済ませますので、毎日お風呂に入っていると天井などによくカビが出てきます。これはドイツの

浴室は密閉性が高いためと、防水加工された塗装が施されていないためですが、防水加工の施さ

れたペイントは禁止されています。  
  
カビを見つけた場合は、スーパーなどで売っている Biff Schimmel-Entferner というカビ取り

スプレーが大変よく効き、スプレーをかけて 10 分ほどでカビが消えてしまいますのでお試し下

さい。 但し塩素が入っていて強いようですので、 口、鼻、目に入らないように注意が必要です。

もし入ってしまったらすぐにお医者さんに行きましょう。 
  
洗濯物は外には干さないで下さい。洗濯物を外に干すと直ぐに管理人 

やお隣から注意を受けます。 乾燥機を使って乾かすか、室内で折り 

たたみ式等の物干し台を使って干します。大きなスーパーなどで折り 

たたみ式 の便利なタイプが売っています。ベランダは(少なくとも)外 

から見える部分はきれいにしておいて下さい。そうでないとやはり 

管理人やお隣から注意を受けます。 
  
アパートに住んでいる間にあちこちと修理の必要が出てきます。アパートの修理代は基本的には

店子さんが入った時に既にあったもので取り外しが簡単でないもの、配管、流し、便器などの消

耗品は大家さん負担、そうでない電球などのものは店子さんですが、それ以外にも下記を目安に

してください。 

 

大家側：水道の蛇口関係(但しパッキンは除く)、お風呂の浴槽、トイレの便器、窓やドア関係、

暖房器具、壁の中に隠れている配管等(下水管の流しの排水溝 から建物中央の太い 10cm の下水

管までの間は店子さん)。 これらのものでも店子さんが何らかの手違いで壊してしまった場合は

除きます。 
  
店子側：照明器具一切(家具無の場合)、照明器具の電球類(家具付)、下水の詰まり処理。 
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WG(シェアアパート)の場合、各自のお部屋ではプライバシーを保っていただけますが、キッチン、

洗面所、廊下等の共有スペースは、例えばホテルの廊下などのようにアパート内でも公のスペー

スとして、それに相応しい使い方をお願いいたします。 

 

共有スペースでは、キッチンや浴室にあるボイラーの修理、キッチンや洗面所、WC の詰まり等

の急を要する修理が必要とされる時があります。そのような場合、管理側からの連絡が間に合わ

ずに大家・管理人・修理業者が共有スペースにアクセスすることもありますので、共有スペース

での相応しくない格好等はお控え下さい。 

 

WG(シェアアパート)で知人・友人等の訪問を受ける場合は、他の部屋の方々の迷惑にならないよ

うに、一般常識の範囲内でのみお願いいたします。詳しくは別紙、ハウスルールをご覧下さい。 

 

光熱費や暖房費は全て家賃に含まれていますが、ドイツの暖房費はとても高額で、お部屋にいな

い場合も暖房を一杯に作動させたり、共有スペースを必要以上に暖かくし続けるなどするとかな

りの費用がかかってしまいます。家賃の金額はそれらの光熱費の毎年の平均で算出されています

が、平均以上に高い費用がかかってしまう場合には、追加請求や家賃の値上げにつながってしま

いますので、無駄な光熱や暖房にはくれぐれもご注意お願いいたします。 

 

 

2. ドアの自動ロックと鍵 

ドイツのアパートのドアは普通、自動ロックになっていますので、カギを家の

中に忘れて外に出てドアを閉めてしまいますと、中に入れなくなってしまいま

す(＝ ロックアウト)。そのような時は緊急に鍵屋さんを呼ぶことになりますが、

平日の日中でもその費用は 100€近く、夜間や週末はさらに費用がかかります。 

 

呼び鍵を管理人さんに預けておけば安心ですが、それでもロックアウトの際に

は管理人さんのお仕事が発生してしまいますので、鍵は常に身体から離さない

ようにご注意下さい。 

 

アパートによっては、インテリジェントキーを使っている場合があります。インテリジェントキ

ーとは、ひとつの鍵で複数のドアを開けられるタイプの高額の鍵です。そういったタイプの鍵の

場合、もし紛失すると安全上の配慮から、関係する錠を全て交換する場合があります。そうなり

ますと、費用が数百ユーロかかる場合があり、それは鍵を失くした人の負担となりますので、ご

注意お願いいたします。 

 

ロックアウトになってしまった場合に頼れる業者さん:  

 

1) KÖLTERHOFF Düsseldorfer Schlüsseldienst     2) 365 日 24時間サービス Herr Wolf  

   Friedrich-Ebert Str. 17, 40210 Düsseldorf   Tel.: 0179-1783048 (独語・英語) 

   Tel.: 0211-365411 (独語)           ロックアウト解除作業市内€80(2019年) 

 

3) City-Schlüsseldienst Krefeld (メアブッシュ、クレフェルド方面) 

Tel.: 02151-610159 / Mob.0179-4985391 (独語・僅かに英語) 

 

 

 

http://www.city-schluesseldienst.de/


ドイツアパート生活ガイド 
 

 

3. 洗濯(機） 

ドイツの洗濯機は、前面に洗濯物を入れたり取り出したりする丸い窓がある、時計回りに横回り

するタイプです。洗剤を入れるところも前面上部にあり、左側か右側にある引き出しタイプで

す。”I” と ”II”  という記号が洗剤を入れるところの底についていることが多く、II は本洗い

用の洗剤を入れるところ、I は予備洗いをするための洗剤を入れるところを表しています。 
  
 

             ドイツの水道水は硬水が多いので、ソフターを使用しないと洗濯物        

             がゴワゴワになってしまうため、ソフターがお勧めです。洗濯機の 

             下の方にはフィルターが付いていますが、ここを 1～数ヶ月に一度 

             掃除しないと、洗濯機が途中で止まってしまうことがあります。左 

             の写真はソフター各種。 

 

 

 

 

 

 

 

洗濯機の水の温度を調節できるタイプが多いですが、Max でも 40 度までがお勧めです。それ以

上の温度で洗うと、特に化繊やウールの洗濯物が縮んでしまいますのでご注意下さい。 

 

洗濯機の下の方、右側あるいは左側に小さな扉のようなものがあり(10cm 程の高さで下部全面が

カバーで覆われているタイプもあります)、そこを開けると時計回りの反対方向にまわすと出てく

るフィルターが入っています。そこが詰まると洗濯機が途中で止まってしまいますので、1～数

ヶ月に一度は掃除をしてください。 
  
洗濯機のカルキを落とすためには前のページの右下のようなカルキ取り専用洗剤がどこのスーパ

ーでも売られていますが、普段の洗濯に使う洗剤に、カルキ取り成分が最初から含まれているも

のもあります。"gegen Kalk" や、"Kalkschschutz" という単語が含まれているものがそれらの

洗剤です。 

 

また、時間が経つとどうしても洗濯機が汚れて排水が臭い始めたりしますので、次の 2 種類の洗

濯機の専用洗剤がありますので、大き目なスーパー等でお買い求めて使ってください。 

 

          
 

箱のタイプの方が、臭いにはより効くかと思いますが、使用方法は次の通りです。 
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右側、ボトルタイプの方: 

1) ボトルタイプの方ですが、使用前によく振って下さい。 

 

2) 洗濯機の洗剤を入れる引き出しの部分を取り出し、この洗剤 50ml に対して 4L のお湯に約

30 分間浸けた後に綺麗に洗い、引き出しを元に戻します。 

 

3) 洗濯機のドアを開けると、開けた部分の洗濯機内側の周りにゴムの円状パーツがあるので、雑

巾等をこの洗剤で湿らせ、汚れに染み込ませた後に汚れを取り除きます。 

 

4) 残った洗剤を、洗剤入れ引き出しのメイン洗剤入れの部分(II)に入れ、(予備洗いなしの)60 度

のメイン洗いを行います。(洗濯物や洗濯洗剤等、他の物は何も入れません) 

 

この洗剤のメーカーからは、年に 3 回ほどのこの洗浄を進めています。 

 

もしも汚れや臭いがとてもひどい時は、この洗剤を数個購入しておき、同じ工程を数回繰り返し

てみて下さい。 

 

 

左側、箱のタイプの方: 

箱の中の洗剤を洗濯機の中に直接入れます。引き出しからではなく、洗濯機のドアを開けて直接

中に入れます。 

 

最低 60 度でメイン洗いを行います。温度は高い方が効果的です。臭いがひどい場合は 2 回、3

回と試して下さい。どちらの洗剤も、科学的な強いものですので、目などに入らないようにして

下さい。手についてしまったらよく洗って下さい。 

 

 

洗濯機に関する独和訳: 

Ein/Aus = On/Off Baumwolle = 木綿  Blusen = ブラウス  ECO = 経済的 

Feinwäsche = 化繊 Hemden = シャツ  Handwäsche = 手洗い Sport = 運道着 

Schnell = 早洗い  Täglich = 毎日  Schleudern = 脱水 Spülen = すすぎ 

Pflegeleichtl = 汚れが落ちやすい   Vorwäsche = 予備洗い 
 
  
 

４． ゴミに関して 

多くのドイツのアパートでは、地下に数種類のゴミ箱が置いてあり、そのゴミ箱に各ゴミを捨て

ます。一部のアパートでは地下の代わりに地上の出入り口付近にゴミ箱が置いてあります。ゴミ

の分別がきちんとできないと、管理の仕事が増えて家賃アップの原因になってしまいます。 

  

ゴミ箱の種類:  

黄色のゴミ箱 ＝ プラスチック容器、梱包材、金属容器など。 

青色のゴミ箱 ＝ 紙のゴミ 

茶色のゴミ箱 ＝ 植物などの有機物 

黒色のゴミ箱 ＝ 生ゴミ、その他のゴミ 
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その他のゴミ: 

 

電池     ＝ スーパーや家電店のレジ周りに置いてある専用ゴミ箱 

飲料水のビン   ＝ 街角に置いてある専用コンテナ (透明、茶色、緑色に分かれています) 

古着・古靴  ＝ 同上 

粗大ゴミ   ＝ 月に 1 度の回収で、町(指定業者) に 

自分の部屋やキッチン等にためてからまとめて出すのではなく、こまめに出して下さい。 

青いゴミ箱 

新聞、雑誌類のゴミ専用です。 

ダンボールや、かさばる紙製品は、１００m 先の市の専用ゴミコンテナに捨ててください。 

黄色いゴミ箱 

プラスチックや金属の再生ゴミ専用です。水ですすいできれいにしてから入れます。 

黒いゴミ箱 

生ゴミ、その他のゴミ専用です。 

 

空き瓶は、１００m 先の市の専用ゴミコンテナ。 

 

ゴミの分別は、プラスチックケースや金属など、黄色いゴミ箱に入れるものはなるべくきちんと

分けて下さい。黄色いゴミ箱は無料で、他のゴミ箱が有料なので、黄色のゴミ箱に入れるべきゴ

ミを他のゴミ箱に入れると、ゴミ箱の入れ替えなどが必要になってしまい、家賃の値上げにつな

がってしまう可能性があります。詳しくは、最後のページをご参考下さい。 

 

古着と古靴 

古くなった衣服と靴には専用のコンテナ (写真左) が町のあちこちに設置されて

います。普通空瓶、紙のごみ専用のコンテナとは別の場所に設置されています。

着なくなった古着やはかなくなった古い靴はそのコンテナに入れてください。こ

こに入れられた古い衣服と靴は東欧の貧しい地域に寄付されます。古くなった衣

服の場合は一度洗濯して、衣服と靴は別々にしてビニール袋などに入れてこのコ 

ンテナに入れてください。 

 

引っ越して出て行かれる方で時々、多量の不要物を黒いゴミ箱に捨てていく方がいます。そしま

すと、ゴミ箱が一杯になり、他の方々がゴミを捨てられなくなりますので、一度に捨てる量には

常識を持ってお願いいたします。 

 

 

５． 掃除に関して 

ＷＧの場合、キッチンや浴室の共同スペースは、週に１度の交代による掃除

となります。各個人のベランダや外側に面した窓枠の下側 (ドイツ語では

Fensterbank と言われる) スペース、小さな鉢植えの花などを置くような部

分の定期的なお掃除も必要です。 

 

定期的に掃除をしないと、毎日の汚れの堆積には気が付かずに頑固な汚れと

なって落ちにくくなってしまい、アパートを引っ越して出る時の(店子さんが

費用持ちの) レノビールング・掃除代の実費負担となってしまいます。 

 

特に WC や浴槽、洗面器などの水回りには、Bad Reiniger、WC Reiniger 
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という洗剤、そしてそれらのどこかに"Kalk(カルキ)"と明記ある専用洗剤をお使いください。調

理台には、調理台専門の油落とし洗剤があります。Backofen, Grill-Reiniger とか、Fett(油)

何々...と書いてあります。専用洗剤をつかって掃除をしない場合、カルキ油が少しづつ堆積して

取れなくなってしまいます。数ヶ月の堆積なら時間をかけて今期良く掃除をすればまだ取れます

が、それが 1 年、2 年とたまるともう落とすことが出来ません。床も、掃除機だけではなく、汚

れがおちなくならないように、１ヶ月～３ヶ月に一度程度の定期的な専用洗剤での掃除が必要で

す。 

 

アパートにベランダがある場合、ベランダには雨水が流れ出て行く小さな下水口があります。そ

の下水口を頻繁に掃除しないと枯葉やゴミなどがたまり、詰まってしまうことがあります。 

 

下水口が詰まると、雨の時にベランダに雨水がたまったままの状態が続き、その水がベランダの

床に染み込んでしまい、下のアパートの天井等にシミが出てしまうことがあります。その場合、

多額の有償修理費用がかかってしまいます。 

 

週に一度は下水口が詰まっていないかをご確認いただき、詰まっている時はお掃除をお願いいた

します。 

  

 

６．排水の詰まり 

 

そのほとんどは下水管内でも流れにくい長い髪の毛が原因で、長髪の人

が良く使う浴槽では排水溝が詰まることがしばしばあります。その際に、

スーパーなどで売っている、詰まり物を溶かす化学薬品を使用すると、

下水管が金属ではなく樹脂の場合には一緒に溶かしてしまいます。 

 

そうなりますと、タイルを壊して壁の中を開ける必要のある工事となっ

てしまうことがありますので、化学品は使用しないでください。 

 

使用するのは、大きなスーパーかホームセンター(Bauhaus 等) で売ら

れている左の写真のバキュームを使って詰まりを取り除いて下さい。 

 

使い方は、わざと水を少しためてバキュームを排水口に当て、棒をつかんで何度も上下させた勢

いで詰まり物を取り除きます。詰まり物は上に戻って出てくること

も、下に流れ去ることもあります。 

 

その際に、水を出しっぱなしにして忘れている時に水があふれ出る

ことを防ぐために設けられた浴槽や洗面器の上の方にある予備の排

水口も掌やサランラップ、ビニールで塞いでおくことです。詰まり

がひどい時は、数十分間上下の運動を続けてやっとゴミを取り除く

ことが出来ます。 

 

どうしても取り除けない場合は専門業者を呼ぶことになりますが、住人の実費負担となりますの

で、流れが少しでもわるくなったら頻繁にこの作業を行ってください。 
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予防としては、これもやはりスーパーなどで売っていますが、写真のような網を排水溝に置き、

シャワーの度に髪の毛を取り除く方法があります。 

 

下水の詰まりを解消できない時の信頼できる業者さん: 
 

1) Neuhausen Rohr- und Kanalreinigung 
     Moltkestr.40a, 40477 Düsseldorf, Tel: 0211 - 87 59 26 81, Mob. 1: 0178 - 479 41 00 
     Mob. 2: 0178 - 923 27 05,  https://neuhausen-rohrreinigung.de/ 
 
2). H.Rassmes - Rohrblitz Rohr- und Kanalreinigung  Tel.: 02151-800008 
 

 

 

７．ドイツの窓の正しい使い方 

 

高い密封性を保っているドイツの重厚な二重窓には、閉める(下の画

像中央)、横に全開する(下の画像右側奥)、上の部分だけ少し開ける

(下の画像左側手前)、の 3 つの機能があります。重厚であるがゆえ

に、この 3 つの機能を上手く使うには、その仕組を理解していない

と上手く動かないことがある上に、運が悪ければ故障の原因となっ

てしまいます。 

特に上の部分を少し開ける機能を使う時は注意が必要です。横に全開する時は、窓の取っ手が付

いている部分の一番下の方のロックが解除されます。 

窓の上の部分を少し開ける際にはまず一度窓を閉めますが、その際にその一番下の部分がきちん

とロックされていないと、三ヶ所がロックされていない中途半端でブラブラな開き方になってし

まいます。 

上の部分を少し開ける機能を上手く使う方法は、窓を閉める時に一番下の

部分がきちっとロックされるように、ドアノブの部分を両方の手で強く押

すか、ドアノブを回す手と反対の方の手で窓の下の方を強く押してきちっ

とロックします。 

劣化で動きが鈍い窓を放っておくと大きな修理が必要になってしまうこと

もありますので、調子が悪い場合は早目に大家さんに伝えて下さい。 

ドアの鍵が開かない、閉まらないということが時々あると思います。そう

いう時は、ドアの取っ手の直ぐ上など、鍵の近くをドアが開く方向と逆に

強く押して試してみて下さい。 

引いて開くドアなら強く押す、押して開くドアなら取っ手を持ってドアを強く引きます。そうす

ると鍵が回るようになります。 

https://neuhausen-rohrreinigung.de/
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問題が出るドアは、白いドアなどのペンキを塗るタイプなどです。ドアとドア枠にペンキが塗ら

れるので、その部分が厚くなり、今までキチッと閉まっていたものが、ペンキで肉厚になってキ

チッと閉まらなくなるのです。 

そこで強く引いたり押したりが必要になります。肉厚が過ぎると、ノミなどでその部分を削った

りすることが必要になります。 

 

８．暖房 

暖房がきかない場合の理由はいくつかありますが、簡単に直せる方法が二つあります。一つ目は、

暖房器具の中にたまってしまった空気を逃がしてやる方法です。暖房器具の中に空気がたまって

しまうと中の熱水が循環しにくくなって暖房機の温度が低くなってしまいます。写真のように、

暖房機の端っこにネジ穴が見えますので、専用ネジ(*) を使ってエアーを抜きます。 

 

左に回すと、エアーと共に熱水が出てきますので、エアーが出ないで

熱水だけ出るようになったら終了です。バケツか雑巾などを用意して

ください。ほんの数秒で終わります。 

 

* 暖房器具エアー抜き専用ネジ ＝ Entluftungsschluessel 

(もしアパート内で見つからない場合はお知らせ下さい) 

 

この時の注意事項ですが、この熱水は地下室などに置いてあるセント

ラルヒーティングのボイラーで温められますが、このお水が不足しても暖房能力が下がってしま

います。例えば水抜き作業で水を抜き過ぎてしまうと水分量が不足しまいます。この水分量チェ

ックは普通、ボイラーがセントラルヒーティングで地下にある場合は管理人さんや大家さんが定

期的に行なってくれます。アパート内にボイラーがある場合は、自分で行います。方法は、管理

人さんや大家さんと確認して下さい。 

キッチンや浴室、地下に設置してある大きなボイラーは、そのアパート中の

暖房と温水を供給していることが多いのですが、一定の期間でシステムの中

のお水が不足してくることがあるので給水が必要です。 

ボイラーは、各部屋の暖房器具(各部屋に設置されている暖房機器)と結ばれ

ていて、ボイラー ⇒ 配管 ⇒ 暖房機器 ⇒ 配管 ⇒ ボイラー とつながってい

ますが、それらはボイラーで温められた温水で常に満たされるようになって

います(各部屋の暖房で調節できます)。 

普通はそのボイラーのどこかに(フタを開けると見え

る場合が多いです)、左の画像のようなメーターが見

つかります。そのメーターは、ボイラーを含む暖房

装置全体の水の量(水圧) を示しています。 

この画像の場合、一番下の部分がグリーン色になっ

https://www.google.de/search?q=entl%C3%BCftungsschl%C3%BCssel&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oHjKUvqcFY6WswbXtoCgBg&ved=0CFIQsAQ&biw=1280&bih=840
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ていますが、このグリーン色の範囲に針がある場合は OK ですが、このように針がグリーン色の

レベルをはみ出て右に行き過ぎている場合は水圧が低い(水が少ない) ことになります。 

その場合は水を補給する必要があります。水が少ないと(水圧が低いと)、理想的な温かさが得ら

れないことがあります。各ボイラーの下側の方は、この画像のようになっていて、それらのどこ

かにホースをつないで水を補給するためのつなぎ場所があります。 

前のページの最後の画像の場合、赤い矢印の先がそうです

が、キャップが付いているのでまずはそれを回して外しま

す。 

水道の蛇口とボイラーの下側の部分をつなげる以外にも、

水道の蛇口と暖房機器を直接ホースでつなぐ場合の二通り

の方法があります。 

暖房がきかない場合の理由はいくつかあり、簡単に直せる

方法の二つ目は、長い間メモリをゼロにしておくと、暖か

くなるまでかなりの時間がかかることがあります。このタイプの場合、

冬の間に長く留守をする時でも２(夜間暖房)のメモリに合わせておき

ます。 

１～５までの数字が書かれたメモリのタイプが多く、１ が弱、５が強

です。アパート内のどの部屋の暖房も冷たい場合はボイラー自体、あ

るいはボイラーからアパートまでの間に問題があることになります。 

もしある特定の部屋の暖房だけ暖かくならない時によく起こっているのが、赤丸印のところの内

部にある弁がこびりついてしまっていることです。毎冬前に起こり得ます。弁は内部にあるので

外からは見えませんが、その場合はトンカチなどの先が硬くてちょっと重みのあるものでその部

分を軽く数回たたくと弁のつまりが取れて解消されます。 

尚、光熱費は家賃の中に含まれていますが、無駄な水の出しっぱなしや照明や暖房の付けっぱな

しなどないように、それらのご利用は常識の範囲内にてお願いいたします。 

以前実際にあったケースですが、あるアパートのひと冬の暖房費に€900 以上の追加費用がかか

ってしまいました。そのアパートでは、廊下などの共有スペースの暖房を常に最大に入れっぱな

しで常時常夏のような室温になっていました。 

暖房費を含む光熱費は普段の皆さんの一

般生活での平均値で計算されていますの

で、このような非常識な場合は追加費用

をお住まいの皆さんで割ってご負担いた

だかざるを得ませんのでご注意下さいま

すよう、お願いいたします。 
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左の写真のように暖房ユニットの前にカーテンがかぶっている場合、温かさがほとんどカーテン

の裏側に行ってしまい、部屋を温かくできないので、右側の写真のようにカーテンをまくり上げ

てください。 

暖房機器がどうしても調子が悪い場合は業者さんを呼ぶしかありませんが、その場合は各店子さ

んがご在宅で待機お願いいたします。業者さんに来てもらう日時はなるべく各店子さんの都合に

合わせるようにいたします(但し、平日の日中のみ) 

 

9. 冷凍庫の氷 

冷凍庫のドアの開け閉めにより、冷凍庫のドア周りに

氷が発生して大きくなってしまいます。それを何年か

放っておくと、写真のように氷がこびり付き、最後に

はドアもきちんと閉まらなくなってしまいます。 

そういう時は、ドライヤーの熱風で溶かし取ります。

まずは冷凍庫の中身をなるべく減らします。最後に残

ったものは、少しの間冷蔵庫に移ってもらいます。 

冷凍庫のコンセントを抜きます。氷が溶けて水になっ

て出て来そうなところに雑巾やタオルを置きます。そして氷にドライヤーの熱い熱風を吹きかけ

ます。 

氷はあっという間に溶け始めます。でもその方が効率が良いからといっても、熱風は念のために

近ずけ過ぎない方がいいと思います。 

安全のためにその場にいて手でドライヤーを持ち、近過ぎず、遠過ぎずに熱風を当てて下さい。

比較的に短時間で解けます。 

それだけはしない方が良いという方法は、何か尖ったものでガツガツと氷を削る方法です。冷媒

が入っているパイプを突いてしまうと、その冷凍庫は二度と使えなくなってしまいます。 

 

10．郵便物 

シェアアパートの場合、郵便物の宛先は、Stephanien 19 の Suzuki アパートにお住まいの山

田太郎さんでは次のようになります。 

 

c/o Suzuki 

Herrn Taro YAMADA 

Stephanienstr. 19 

40211 Duesseldorf 

Germany 

 

c/o は日本の「何々様方」を表しますので、Suzuki アパートの郵便受けに郵便物が届きます。 
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銀行に新しく口座を作った時、銀行カードとパスワードの手紙を銀行から送る時だけはこの c/o

を受け付けてくれません。よりまして、新しく口座を作った時の 1 週間程度は例外的に個人名の

シールを貼っても構いませんが、その後必ずはがして下さい。 

 

銀行から届く口座の動き・残高連絡などのその他の郵便物は c/o で大丈夫です。個人名のシール

は見た目も悪く、アパートによってはきつく禁止しているところもあります。長い間貼っておき

ますとはがしにくく汚くなりますので、銀行口座を開いた後の１週間程度を除き、貼らないよう

にお願いいたします。 

 

 

11. 床 

ジュータンではなくて一見、木目に見える床がありますが、これはラミナートという合成材料で

作られた床です。ラミナートの表面は、例えば頻繁に動かして足の下を床でこする椅子の場合、

時間と共に床に傷が付いてしまいます。よりまして、椅子の足の裏にはフィルツという合成繊維

の磨耗傷防止のシールが貼られています。 

 

これが貼られていると、椅子を動かしてもほとんど音がしません。ですが、時間と共にこのシー

ルが劣化すると、椅子の元々の足の裏が出てしまい、床を傷つけてしまいますので、シールが磨

耗してしまったり、外れてしまった場合はすぐに届け出てください。新しいものに張り替えます。

不注意により床が著しく傷ついてしまった場合は、敷金との精算により修理をしなければなりま

せん。 

 

ドイツのアパート生活で困った時は、必ず次を思い出して見てください。不要な出

費を防ぐことが出来ます。 

 

www.wakiaiai.de のメニュー内、「困った時は...」のページ。 
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