
新商品「スーパーエコEX」は、
「スーパエコEX」は “省エネ＋創エネ” の発想から

生まれた新しい時代の住宅です。

高断熱材や最新の省エネ設備などを採用し、夏と冬
の室内温度を快適な状態を保ち、太陽光発電パネル

を

搭載することで、家庭内で使う光熱費を全てまかな
うゼロエネルギーの住宅です。
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通風天井

吹抜

通風天窓

ホール

高耐候性外壁材

高効率エアコン

リチウムイオン蓄電池

スリットシャッター

断熱樹脂サッシLow-E
複層ガラス

熱交換
24時間換気システム

太陽光発電パネル

太陽光利用暖房パネル

エコキュート

硬質ウレタンフォーム断熱材
（外張り工法・基礎断熱）

節湯機能シャワー付
保温浴槽システムバス

省エネ照明器具（LED）

HEMS

節水機能水栓付
システムキッチン

人感センサー付
節電シャワートイレ

太陽熱利用給湯器

パッシブエコとアクティブエコでスマートライフ
□　パッシブエコとは
建物の断熱性能・日射遮蔽・日射利用・通風などの

自然エネルギーを建物本体の

しくみにより活用する技術です。

□　「ゼロエネルギーハウス」とは
家庭で使用される年間の一次エネルギー消費量と同

量のエネルギーを太陽光発電

などを使って家庭で創り出し、差し引きで年間のネル
ギー収支がゼロとなる家です。

□　アクティブエコとは
太陽光発電パネル・太陽熱給湯・太陽熱暖房・節湯

器具・LEDなどの設備により

創エネルギー・省エネルギーを実現する技術です。

ピンク色はオプション仕様です。

脱温暖化対策として、より住宅の省エネルギー性能向上が求
められています。

国が推し進める住宅の省エネルギー化に対応する

高性能ゼロ・エネルギー住宅です。基 本 仕 様

暖冷房

給湯

照明

家電

調理 ＝
太陽光
発電

年間44ギガジュールの
エネルギーを消費。

年間44ギガジュールの
エネルギーを発電！

自家発電の自家消費分 自家発電の余剰電力分 エネルギー消費量

冬：エネルギー消費量　>　発電量
夏：エネルギー消費量　<　発電量

月ごとのエネルギー消費量と発電量
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※エネルギー消費量は、
ギガジュール（GJ）
という単位で表示さ
れます。

例えばの例です。
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スーパーエコEXは「最先端の省エネ技術」を駆使してスマートラ
イフを実現します。

企画型注文住宅 W耐震.ゼロ・エネ.長期優良対応住宅

スーパーエコ イーエックス

業界最高水準［太陽光
発電システム容量1kWあ
たり］の発電量。
小さな面積でも、大
きく発電。年間発電
量に差をつけます。

昼間に太陽光からつくっ
た電気をためて、夜や朝に
使う。夜間電力をためて、
昼から夜に使う。停電時
も、つくってためた電気を
使える。暮らしに合わせて
使い方が選べます。

家じゅうの家電
と設備が自動で
省エネしながら、
快適な暮らしに。

節電するなら「HEMS」で省エネ
が必須条件になりました。電力使
用状況の見える化は大変助かりま
す。ポイントは昼間の電気を控え
て、深夜電力契約を使いこなすこ
と。太陽光発電システムはエコノ
ミリーでエコロジーな生活を提案
します。

節電するには
「HEMS」が必須に。

ムダなエネルギー一目瞭然。「HEMS」で省エネを
！

家全体のエネルギーを「見える化」し、省エネ生活を
応援します。時代はつくる、ためる、活かす生活へ。

ためる 活かす
ムダなく

つくる

※電気料金を1kWhあたり22.43円で計算　各電力
会社で異なります。　※家電の仕様によって消費電力

・月間消費電力は大きく変わります。　※電気代には
上記の他に基本料金が発生します。

Home Energy Management System

家の電力を管理するシステム

あなたの家の
電気使用状況は？

CHECK03

65W

1日の使用時間：2時間

月間電気代：88円
月間消費電力：3.9kWh

パソコン
CHECK06

700W

1日の使用時間：10分

月間電気代：79円
月間消費電力：3.5kWh

電子レンジ

CHECK01

400W（暖房使用のみ換算）

1日の使用時間：10時間

月間電気代：2692円
月間消費電力：120kWh

エアコンCHECK05

120W

1日の使用時間：24時間

月間電気代：1938円
月間消費電力：86.4kWh

冷蔵庫
CHECK02

85W

1日の使用時間：7時間

月間電気代：400円
月間消費電力：17.8kWh

照明

CHECK04

117W

1日の使用時間：2時間

月間電気代：156円
月間消費電力：7.0kWh

プラズマテレビCHECK07

230W

1日の使用時間：1時間

月間電気代：155円
月間消費電力：6.9kWh

洗濯機

光熱費が
かからない、
家計と
環境に
優しい
住まい。

光熱費

0（ゼロ）

消費エネルギー

0（ゼロ）

日射導入日射遮蔽

気　　密断　　熱

耐　　震換　　気

通　　風蓄　　熱

環境に対応する基本性能を確保

住まいの基本性能を確保することで、住まいに

必要なエネルギーを最小限に抑えることがで

き、かつ快適な住宅です。

・エネルギーマネジメントを実現する。・夏27℃・
冬20℃の快適性を確保する。

・住宅内のエネルギー消費量を極力抑える。・光熱
費をゼロにする。

・太陽光発電の創エネルギーで全てまかなう。

■設計コンセプト

　□　エネルギーマネジメントとは
立地環境・気象条件・建物プランをデータ入力し、

独自開発のエネルギー評価システムにより、建物の

省エネ性能を計算します。

快適性
夏27℃
冬20℃

ゼロエネ
消費エネ+創エネ

光熱費ゼロ
売電+買電

変わる住宅・変わる販売に貴社は対応していますか？

2月24日㈬
13：15～16：45（受付13：00～）

●会場　東京八重洲ホール　301会議室
　　　　東京都中央区日本橋3-4-13

第
１
講
座

12万円で建てられる低炭素認定長期優良住宅第
３
講
座

第
２
講
座

決意の日に
して下さい。

貴社名

ご住所 TEL FAX

ご参加者名（　　名）

その他　　□今回は参加できないが詳しく話を聞きたい。　　□今回は参加できないが資料あれば送っていただきたい。

　新しい年2016 年がスタートし、もう2 ヶ月になろうとしています。昨年のマクドナルド、東芝等の大企業の不祥事、それとマンショ
ン傾斜問題と商品の品質不信が続き、今年も「自己防衛意識」 を引きずっています。消費増税があれば多少の駆け込み需要が期待
されますが、更なる大手との厳しい競争、職人不足など、我々中小工務店や不動産業には大変な状況が続き、それを打破するには
時代が要求するゼロ・エネ住宅、低炭素認定住宅に取り組み、時代先取りのメディア戦略を駆使しなければ完全にトレンドに乗り
遅れます。又、地域密着の販売ノウハウを身に付け情報発信していかなければ今後の市場では生き残れません。
　顧客のニーズが多様化し、新しい暮らし方に対応する幅広い提案が出来る会社が要求されています。今回はこの時代に伸びて成
長している会社はどんな商品群で、どんなツールで、どんな売り方で勝ち組になっているかをご紹介する講座です。
　必ずやヒントが得られる内容だと思います。皆様のご参加を心からお待ち致しております。

㈱エルエルアイ出版　代表取締役　新・住宅ジャーナル　編集長　福原　正則

工務店

＆不動
産業

必見
本物のみが勝ち残れるエネルギー新時代。大手に勝つ最先端の商品と販売ノウハウを一挙公開！

新・住宅ジャーナル㈱エルエルアイ出版
お問い合せは　担当　福原 詳しくはホームページで
TEL 03-3868-0738
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-4 靴下会館6階

http://www.lli-publishing.com/FAX 03-5809-3650

新商品・新販売ノウハウなくして明日はなし!!
需要縮小・顧客多様化時代をどう生き抜くか。

時代対応の完全差別化住宅と地域密着の発信力が必要。増税後の市場を生き残るために

住宅業界勝ち組育成講座

13：15～16：45平成28年2月24日㈬
この用紙をお使いの上ＦＡＸにてお申込み下さい。 会場：東京八重洲ホール（東京駅八重洲中央口より3分）参加申込書 ■受講料 3,000円（会場等内図は申込後ご連絡致します）

受講料は当日申し受けます。

①業界専門雑誌「月刊住宅ジャーナル」（本体価格1,000円）
②インテリア内装プラン付手書き間取り集「すまいの森」（本体価格800円）
③低炭素認定住宅・長期優良住宅対応「プラン集36商品」（本体価格1,500円）
④「スーパーエコEX」パンフレット（28P）サンプルをもれなく差し上げます。

ご参加者全員に4大プレゼントの特典がございます。

・一気に36の住宅（オール低炭素認定仕様）プランが新発売
・動画が飛び出す「QRコード」付チラシが決め手
・広告宣伝による販路開拓用補助金獲得講座

日本企画印刷㈱　代表取締役　染谷　久夫

企画型注文住宅
W耐震.ゼロ・エネ.長

期優良対応住宅

スーパーエコ イーエ
ックス

ストリーム

シンプルナチュラル

アーヘン和風

アーヘンモダン

美しい地球を守
る家

・地域工務店が簡単につくれて、売れる設計図書と販促ツール

大手に勝つ超差別化W耐震、ゼロ・エネＮｏ.1住宅とは
㈱エバーグリーン　専務取締役　福士　健郎

●国土交通大臣認定「制振ブレース」と、摩擦減震装置「UFO-E」採用のW耐震
●「長期優良住宅認定基準」「低炭素住宅認定基準」をクリア、各種優遇制度該当
●全タイプ「一次エネルギー消費量」計算書付、高性能省エネ住宅

［経済産業省］［国土交通省］補助金申請対応住宅

シンプルナチュラル アーヘンモダン アーヘン和風

・ネットゼロエネルギーハウス支援事業補助金獲得講座
・地域型住宅グリーン化事業補助金獲得講座
・業界初住宅シミュレーション．AEアプリとは

省エネ住宅補助金100％獲得ノウハウ公開
アルタスエヴァ㈱　代表取締役　本橋　秀之


