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それぞれの思いを形に。ワンランクアップの贅沢仕様。
●火災保険料が半額以下、省令準耐火構造、火災・地震・水害に強い家。
●抗ウイルス建材、設備。新しい生活様式設計、空気のきれいな家。
●「外張り断熱」＋「充填断熱」の W 断熱施工。高断熱、高気密の家。
●高性能サッシ、省エネ設備、UA 値 0.42 以下のゼロ・エネルギーの家。
●太陽光発電と蓄電池による創蓄電システムの停電レスの家。
●ＢＥＬＳ評価書付の高性能で、恒久的な資産価値を守る家。
●経済産業省、国土交通省、環境省各種補助金対応の家。
国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行います。

“暮らし”から“住まい”を考える
地球環境の変化や未曾有のコロナ禍、そして長引く不況を引きずりながらも
“暮らし”が少しずつ落ち着きを取り戻して来ました。
その中でも変わらないものはやはり“住まい”は心の安らぎであり、子育ての
場でもあるという事です。これからの世代を担う子供にとっても、親にとって
も、又これまでの世代を担ってきたお年寄りの方々も、受け継がれる“暮らし”
のために、文化度の高い“住まい”が必要になってきました。
は自然とのふれあいや、四季を感じさせる上質な安らぎの時間
を提供します。

平屋で“暮らし”てよかった
それは楽しい“暮らし”が続く住まい
商品開発 CONCEPT

なぜ今「平屋」がトレンドなのか
日本全体で人口は減っていますが、世帯数は増えています。2020 年の国勢調査では一般世帯
の 1 世帯当たりの人員は 2.21 人で 2015 年に引き続き、全ての都道府県で減少しています。
一般住宅の坪数も減少しています。
大きな家は要らない、買えない人が増えて、よりミニマムな暮らしになりそうです。
自分たちの必要なだけのスペースでゆったりと生活したいと考えている人たちが、特にコロナ禍
を機にますます増えています。国の予測によると居住専用住宅に占める「平屋」の割合は 2010
年には 6.19％でしたが、2020 年には 10％を越えて 2022 年には 13％前後になりそうで
す。「平屋」は今やトレンドで、工務店としてはこのマーケットへの呼びかけが急務となっています。

巾広い世代に支持されている「平屋」
「平屋」が売れている大きな要因の一つが巾広い客層にあります。ターゲットである客層の様々
な暮らしに対応する品揃えが必要になりました。
デザイン、価格も重要ですが、ライフスタイルの多様化による暮らし方、間取りや快適性、安全性
がポイントであり、高品質の住宅が売れる時代になりました。
・シングルマザー世帯 ・母と息子世帯 ・父と娘世帯 ・一人世帯が増えています。
日本は 15 歳未満の人口の割合は世界で最も低く、６５歳以上の人口の割合は最も高い水準に
あり、これからのマーケットに大きな影響を及ぼします。

すぐ営業でき、早い受注が魅力
「平屋はうす」は 5 つの商品に絞っています。多数の企画開発した商品の中から実績のある商品
をエントリーしました。奇抜なデザインのものは省きました。よくデザイン住宅が売れないと聞き
ますが、デザインが主な売りでは限界があり、模倣され、飽きられます。やはりスタンダードなデ
ザインのものが人気で長続きしています。
「平屋はうす」は企画型注文住宅です。この言葉も当社が日本で初めて採用した言葉です。注文
住宅の欠点は成約まで時間がかかることです。又お客様の希望を叶えるためにコスト高になる
傾向があります。材料、労務、管理コストが原価を構成し、いかに管理コストを省くかがポイント
で現場の工程管理や設計打ち合わせを合理化するために「企画住宅」を開発しました。いかに
「注文住宅」並みの満足度を出せるかが挑戦目標でした。
間取り、仕様、予算等による設計変更はつきものですから CAD ソフトもセットして設計の変更に
対応するようにしています。

新しい客層を拡げる「企画住宅」
パッケージをお買上げいただいている会社の 70％は注文住宅がメインの工務店の方で、新しい
売り方で今まで縁のなかったお客様を獲得しています。「注文住宅」＋「企画住宅」で売上げを伸
ばしています。
親父さんが「注文住宅」、息子さんが「企画住宅」の工務店も多いです。ホームページに価格を入
れて載せて集客をしているところが成績が良く、価格がわからない「注文住宅」との決定的な差
で、予算が明示されている安心感は非常に大きく、売れている要因です。営業上は予算が一番大
事で、その金額での資金計画がお客様の最大の関心事です。
100 部セットしたリーフレットで商品説明をし、見込客に豪華なパンフレットを差し上げて受注、
成約に結び付けています。

販促ツールが展示場の役目を果たす
「企画住宅」の最大の強みはモデル棟や展示場がなくても全く同じ住宅を作れることです。それ
も 5 棟一気に提案できます。モデル棟を一棟建てるだけでも土地と建物に凄いコストがかかり、
直ぐに新しい商品も必要となり、大手ハウスメーカーでなければやれない経営方式です、結局お
客様が高いものを買わされていることになります。
「平屋はうす」のデジタルパッケージでは、その為に「設計」「施工」「営業」「販促」に関わるデータ、
資料を質、量とも他を圧倒する内容で提供でき、丁寧にお客様に説明することで納得し、契約さ
れ大変喜んでいただいております。

工務店の皆様の悩みを解決します
「平屋」はこれからも確実に売上げを作る住宅です。良さが一杯あります。
1. もともと 2 階がないことで重量負担がなく地震に強い。
2. 家事動線が楽で、家族とのコミュニケーションが取りやすい。
3. 庭につながりやすく自然とのふれあいを感じる心地良さがある。
4. 単身者や小家族向きで価格的にも安いものになる。
5. 屋根面積が大きいので太陽光発電による自然エネルギーを活用しやすい。

こんな悩みをお持ちの工務店の方も多くデジタルパッケージをお勧めします。
1. トレンド住宅といっても、どんな住宅なのか需要が多様化していて見えない。
2. コロナにより、生活者の暮らし方が変化し、それに対応する住宅を作れない。
3. ハウスメーカー、量販ビルダーのような性能・デザイン・価格に強い住宅に対抗できる商品開
発に取り組む時間と経済的に余裕もない。
4. エネルギー関連に弱く太陽光発電システムや脱炭素住宅を推し進められない。
5. フランチャイズに入りたいと思っているが、加盟金等が高くためらっている。

早くチャレンジした方が勝ち組になっています
当社の住宅販売システム「デジタルパッケージ」はマーケット多様化に対応する健康、安全、楽し
い生活のために開発されたものです。日本で初めて「設計図書」「パンフレット等の販促ツール」
「積算書」「CAD ソフト」「エネルギー計算書」等をシステムとして発売してきました。
ゼロから 3 年間で 100 棟の販売実績を作った博多の有名な会社も最初は、当社のシステムパ
ッケージがスタートでした。

「平屋はうす」デジタルパッケージ

（価格）税込 398，000 円

企画型注文住宅のプラン販売です。
●加盟金、年会費、月会費など費用は一切ありません。
●展示場、モデルハウス建設等の必要もありません。
●オリジナルパンフレット作成ソフトも付いております。
●プラン変更、仕様変更も自由です。
●ホームページ用データ、各種販促ツールデータもついております。
●オリジナルパンフレット、チラシ等の作成依頼も承っております。

すぐ作れるように設計図書を充実
企画住宅の良さは、早く売れて早く作れるという最大の利点があります。キャッシュフローが楽
で、経営的に大変優位なことです。早く作るためにしっかりした設計図書が必要で、設計上必要
な伏図や展開図、設備図、造作取付図、各種納まり図等もセットしており喜ばれております。

全タイプの「一次エネルギー消費量計算書」と
「外皮性能計算書」をセットし納得営業
お客様にとってエネルギー問題は住宅のランニングコストであり直接家計に響くので敏感です。
より断熱化が進み、省エネ・高性能が要求されています。「平屋はうす」では脱炭素住宅を目指し
た断熱性能の高い住宅で初期費用ゼロの太陽光発電システムの導入も推し進めています。全タ
イプに「一次エネルギー消費量計算書」「外皮性能計算書」をセットして工務店の方がお客様に建
物性能の良さを説明していただいています。ご安心、ご納得の営業でご成約に結びつけていま
す。その為に全タイプを経済産業省、国土交通省の認定する BELS 評価書発行に対応する性能
を有する住宅にしています。この評価書は住宅の恒久的な資産価値を守るもので、省エネ住宅
性能を評価するものです。

良い商品は結局おトクです
いかに集客方法や販促ツールが良くても、結局お客様が選ぶのは「住宅」それで得られる「暮らし」
を買っています。快適で健康的な住宅を 1.000 万円台で売るために「平屋はうす」は開発され
ました。ウッドショックや原価高騰を乗り越えて、ローコスト住宅と一線を画したワンランク上の
高品質住宅をより安く提供することは永遠の課題です。良い商品は結局お客様にとっておトク
です。地元密着でこれからも活き続ける工務店にとって高品質住宅が必須条件になると思いま
す。

すぐ作れて、確実に売れる!!

自信をもって
お勧めします

スモールエクセレント工務店を応援します

このシステムパッケージは日本住宅を変えた合理化ノ
ウハウの結集であり、コンサル機能もついているので
安心で長く売れている理由です。常に時代に合わせて

㈱エルエルアイ出版
「新住宅ジャーナル」
代表取締役

福原正則

バージョンアップしており、何百万円もするノウハウ
集より、はるかに活用価値があります。

それは日本の家
今、私たちの住んでいる地球をとりまく環境が激変して、命と暮らしが脅かされています。多
発する地震、台風、地球変動等、災害王国日本では、脱温暖化のために、エネルギー基準を見直
し、脱炭素住宅の推進が急務となっております。
「平屋はうす」は、こんな時代だからこそ、ゆったりと落ち着いて、大地にどっしりと根付いた佇
まいを提案します。
日本の気候、伝統、新しい生活様式や自然環境と調和しつつ、心安らぐ暮らし方、それが日本
の家の豊かさだと考えています。
1.気候変動対応住宅

２．脱炭素推進住宅

3.快適環境持続住宅

「平屋はうす」はいつおこるかわからない災害に強い気候変動対応住宅
強い構造で、地震、台風、火災から大切なご家族と住まいを守ります。
地震に強い耐震最高等級３対応の軸と面で支えるハイブリット構造住宅です。

軸（柱・梁）で支える

木造軸組工法

面（壁・床・屋根）全体で支える

軸と面で支える

モノコック構造

木造軸組工法＋モノコック構造

横揺れを壁全体で受け止める耐力面材ダイライトを採用。壁倍率 2.5 倍を実現しました。
結露や腐食を抑えて住まいの耐震性を維持します。優れた防火性能で、火災から住まいを守ります。
地震に強い「剛床性能」。軽い外壁材と屋根材で地震時の住まいの負担を軽減しています。
GL から 700 ㎜高さの高基礎構造。ゲリラ豪雨にまず床上浸水のリスクを軽減しています。
外壁下地材にダイライト、内壁下材に不燃材料 12.5m/m の石膏ボードを採用しています。
防耐火性の高い素材と耐火構造部材で火災による被害を最小限に抑えます。
「平屋はうす」はダイライトとタイガーハイクリーンボードによる耐火性に優れた構造を採用すること
で、木造でありながら、国土交通省の「省令準耐火構造物」に適合しています。準耐火構造物は、火災保
険の構造区分で、一般の木造建築物に対して約 50％の保険料が軽減されます。

「平屋はうす」は屋根、外壁、基礎、窓を高断熱化した脱炭素推進住宅
脱炭素化対策として自給自足の住宅性能が求められています。
外断熱＋内断熱のダブル断熱で CO2 削減 UA 値 0.42 以下の省エネルギー住宅を実現。
ダブル断熱（付加断熱）工法
「平屋はうす」では柱間に高性能断熱材を充填
し、その外側に更に、高性能断熱材を外張り付
加するダブル断熱工法を採用しています。
特に寒冷地において良好な温熱環境と省エネ
ルギーを追求するために多く実施されている
断熱工法です。
この工法は人体や環境への負担も少ないた
め、世の中のニーズにうってつけの工法とも言
えます。

“省エネ＋創エネ＋蓄エネ”の新しい時代の暮らし方をおすすめしています。
高断熱材や最新の省エネ設備を採用し、夏と冬の室内温度を快適な状態を保ち、初期費用ゼロ円の太
陽光発電パネル（OP）や蓄電池（OP）を搭載することで、家庭内で使用されるエネルギー消費量を全
てまかなう ZEH（ゼロエネルギーハウス）を提案します。蓄電池があれば停電時も電気が使えます。

全 5 タイプ外皮性計算（UA 値 0.42 以下）と一次エネルギー消費量計算書結果付です。

「平屋はうす」は常時体に入る空気の安全性に富む快適環境持続住宅
新しい生活様式の基本はクリーンな空気循環、健康生活の第一歩です。
内装の下地材として 12.5m/m 厚のタイガーハイクリーンボードを採用しています。
タイガーハイクリーンボードはシックハウス症候群の主な原因物質ホルムアルデヒドを短時間で吸収分
解し再放出されません。エアコンや空気清浄機などと違い、ランニングコストがかからず、お部屋の空
気環境をきれいに保ちます。

内装建材は抗菌・抗ウイルス製品。表面に付着した細菌やウイルスを減らしいつも清潔です。
フローリング、室内ドアのレバーハンドル、引き戸と引き手、
カウンターなどの人の手が直接触れる部分を対象に薬剤で
表面を加工し、抗菌・抗ウイルス機能をもたせた、SIAA 基準
を充たした製品を採用しています。

第一種熱交換換気システムを採用。床下換気で更に冬暖かく夏涼しい快適住宅にしました。
夏 は 35 ℃ の 外 気 を
28℃にして室内に供
給。冬は 0℃の外気を
18℃にして室内に供
給し温度差のない部
屋をつくっています。

程好い距離を楽しみながら、
相手の気配りが優しく感じられる家。
LDK を挟んで２つの洋室と、独立し
た洗面コーナー、食品庫、シューズ
クロークのあるプラン。ワンフロア
の平屋のメリットを活かした、どこ
に居ても相手の気配りを感じる心地
良い距離感。生活動線がシンプルに
なることで、毎日のなかで、住み心
地の良さを実感していただけます。

内装イメージはオーセンティックに。重量感を醸し出す落ち着いたブラウン調でコーディネート。LDK を挟んだ２つの洋室は
それぞれを身近に感じながらお互いのプライバシーを尊重した時間を過ごす場所。
洋室 2 のイメージ
写真です。実際はク
ロゼットの横に造り
付けの棚とカウン
ターデスクがきま
す。自分の時間をゆ
ったり又仕事にも
活かせるスペース
です。

下駄箱はミラー付。お出かけの身だし
なみのチェックを。
キッチンから続く
食品庫は左右に棚
を取り付けて。お
料理上手な奥様の
美味しい味の秘密
基地。

玄関入ってすぐの
シ ュー ズク ローク
は可動の棚でブー
ツもしっかり収
納。とっても 便利
なスペース。

ほのかな気配りが伝わるコンパクトプラン。
かわいいお子さんを愉しみ、育むための家。
パブリックな LDK とプライベートな
主寝室、サニタリーを区別したプラ
ン。LDK と主寝室につながるウッド
デッキは家族や友人とくつろいだ時
間を満喫してもらう、おもてなしの
気持ちをプランに込めました。

大きな窓を開ければ新鮮な
空気が一杯。太陽の恵みをウ
ッドデッキで満喫。心地よい
風に四季を感じ、雑木の庭が
あれば最高のしあわせ。

玄関はニッチが明るくお出迎
え。雨の日も風の日も心をなご
ませてくれる大切なスポット。

キッチンの横に食品庫をセット。
左右の棚はお料理のママが必ず
欲しいスペース。

対面キッチンは楽しい会話のはずむ場所。散らか
しそうなモノをまとめて、スッキリ収納。ワークフ
ロントタイプはとっても便利。

リビングルームにカウン
ターと棚をセット。テレワ
ークにも活用できる新生
活様式対応。カウンター
は抗菌、抗ウイルス仕様。

庭へ続く大きな窓で
自然とのふれあいを。
各部屋にワークスペースを
つけた機能的な家。
LDK を挟んで両方の部屋からも出れ
る庭空間は、心地良い木漏れ日で、
住む人を癒してくれます。シューズ
クローク、小屋裏収納もセットした
収納一杯の気配り設計。玄関を入っ
てすぐの独立洗面台も新生活様式対
応の快適さをお届けします。

リビングの佗いは女性的で包み込むような優しい柔らかな雰囲気に。いつまでも変わらぬ穏やかさは癒しの空間。
玄関につながるシューズ
クロークは様々なものが
置ける便利なスペース。

各部屋にはクロゼットをセット。室内ドアはヘイドアで高さを
揃えて美しいシルエットに。

子供部屋は思い出づくりの場所。思い切り楽しく、お子様
の意見も大胆に採用して。

洋室全てにカウンターと棚
をセット。おうち時間が増
えても OK。
階段を昇って広いロフトへ
到着。そこは楽しい秘密の
空間。

広いロフト、畳コーナー、
シューズクローク付の機能的なプラン
中庭で爽やかに四季を感じさせる家

玄関を入ってすぐの手洗いカウンタ
ー、居室にテレワークの出来るカウ
ンターと棚コーナー、新しい生活様
式対応のプラン。中庭に面する大き
な窓は開放的に溢れ明るい陽射しと
爽やかな風を隅々まで届けます。

中庭に面したホールに大開口サ
ッシ。晴れた日は、家の中にいる
ことを忘れてしまうほどの心地
いい開放感。中庭の木々は大き
な絵画を観ているよう。
今日からこの空間はあなたたち
だけのもの。

ホワイト系でコーディネ
ートし た美 しい住宅 で
す。シューズＢＯＸの奥
には手洗いボールをセ
ットしています。右側に
は シ ュ ー ズ クロ ー ク も
あり、様々なも のの収
納に対応します。

寝室はオーソドックスでシックに。内装ドアやフローリングを
変えれば全く異なったイメージになります。

同じホワイト系で
異素材同士が響
き合い美しいデザ
インに。インテリア
に新しい価値を生
み出します。
玄関ホールに手洗い器をセッ
ト。玄関開けたら、すぐ手洗い、
うがいが新しい生活様式。除菌
水付電動水栓できれいな水の
毎日を。

寝室や和室からつながるパティオは憩いの
場。友だちとゆっくり語り合える家。

玄関入口には収納力たっぷりのシュ
ーズクローク、ホール入ってすぐに
ユニットタイプの豪華な手洗いコー
ナー、パティオに面して便利な和室
もセット。寝室にはカウンターと棚
をセットした多目的コーナー。オー
プンキッチンに横付けでダイニング
テーブルを付けて、新しい生活様式
にも対応できる機能的なワンランク
上の暮らしを提案していきます。

内装ドアは深みのある木目柄。シックで落ち着いたイメージに。フローリングの明るさと静寂でクールなドアがジャパニーズモダン
の空気間をただよわせます。
軒天は和室の天井と同じカラ
ーでコーディネート。防火性に
優れた美しい素材で、高級感
を演出。

洗面脱衣室は収納物に合わせ
て棚をセット。使い勝手の良
い空間に。

日本人ならどうしても欲
しい和室。様々に使えて
機能的。畳文化は本当に
素晴らしい。

寝室にカウンタ
ーとフリー棚も
セット。お化粧
やお仕事もでき
る便利なコーナ
ーです。
寝室はパティオにも出れる部屋。濃い目のドアで洗練された空間に。

デジタルパッケージ

販売価格

398，000 円

（税込）

設計・施工・営業に必要なデータとツールをセット。展示物を持たずに売る工務店支援システム。圧
倒的な質と量、他社と比較してみて下さい。
設計・施工関連
●設計図書（全 5 タイプ）
データ
・パース図 ・矩計図 ・平面詳細図 ・立面図（A・B タイプ）・配置図（東南入り、北西入り）
・基礎伏図 ・土台伏図 ・小屋伏図 ・屋根伏図 ・展開図（1～5） ・仕様書 ・仕上表
・軸組計算表 ・電気配線図 ・給排水設備図 ・ドア・クロゼット納まり参考図
・造作取付図 ・換気設備機器明細書 ・換気量計算書 ・機種選定書 ・換気圧力損失計算書
・太陽光発電モジュール配置図 ・太陽光発電量シミュレーション他
●JW-CAD（全 5 タイプ） データ 設計変更対応
●メーカープレゼンボード（全 5 タイプ） データ
・玄関ドア、サッシ ・フローリング、床造作材 ・造作材 ・シューズボックス
・室内ドア ・クロゼット ・造作建具 ・システムキッチン ・システムバス ・洗面化粧台
・トイレ ・照明器具（A・B タイプ） ・換気プラン（1 階・床下）
●「一次エネルギー消費量計算書」（全 5 タイプ） データ
●「外皮性能計算書」（全 5 タイプ） データ
●参考積算書（全 5 タイプ）エクセルデータ 実行予算作成用 新価格版
営業・販促関連
●「平屋はうす」営業用リーフレット A4 判 8 頁
100 部
●パンフレット（見込客用）
A4 判 50 頁
20 部
●オリジナルパンフレット作成、DVD AI データもセット、カスタマイズできます。
●ホームページ用
データ
●パース図・ロゴマーク
データ
●集客用チラシ
AI データ
カスタマイズできます。
●のぼり旗
AI データ
〃
●看板
AI データ
〃
●現場シート
●ポスター

AI データ
AI データ

〃
〃

パンフレット、チラシ、のぼり旗、看板、現場シートのオリジナル作成のお手伝いもいたしておりま
す。

パッケージ販売につき、加盟金・年会費・月会費などその他の費用は一切かかりま
せん。

販促ツール
■のぼり旗
サイズ：幅約 600 ㎜×高さ 1800 ㎜
Ａ.通常ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

■看板
サイズ：幅約 1800 ㎜×高さ 900 ㎜

Ｂ.名入れﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

■建築現場シート
サイズ：幅約 900 ㎜×高さ 1800 ㎜

サイズ：幅約 1800 ㎜×高さ 1200 ㎜

販促ツール
■ポスター
Ａ１サイズ：幅約 600 ㎜×高さ 900 ㎜
Ａ.通常バージョン

■チラシ
Ｂ４サイズ：幅約 364 ㎜×高さ 257 ㎜
▲チラシ表面

Ｂ.名入れバージョン
▲チラシ裏面

<

お問合せ・資料請求用紙＞

□資料請求します。
□メール・電話等で詳しい内容が聞きたい。
□導入を検討したい。

御社名
業種 □建築 □不動産 □その他
ご住所 〒
ご担当者名
お役職名
メールアドレス
お電話番号
FAX 番号
その他ご連絡事項

デジタルパッケージ 申込書
設計・施工・営業に必要なデータとツールをセット。展示場を持たずに売る工務店支援システム。

売れる !!
で
他社に勝つ
高性能
デザイン
● 価
格
●
●

398,000 円

販売
価格

(税込)

パッケージ内容（圧倒的な質と量、他社と比較してみて下さい。）
設 計・施 工 関 連

営 業・販 促 関 連

●設計図書（全5タイプ）データ

・パース図・矩計図・平面詳細図・立面図（Ａ・Ｂタイプ）
・配置図（東南入り、北西入り）・基礎伏図・土台伏図
・小屋伏図・屋根伏図・展開図（１〜５）・仕様書
・仕上表・軸組計算書・電気配線図・給排水設備図
・ドア・クロゼット納まり参考図・造作材取付図
・太陽光発電モジュール配置図・発電シミュレーション

●リーフレット Ａ４ ８頁 100部
屋根、外壁、基礎、窓すべてを高断熱化した脱炭素推進住宅です｡
外断熱+内断熱のダブル断熱でCO₂削減UA値0.42以下の省エネルギー住宅を実現。

省エネ＋創エネ＋蓄エネ

企画型注文住宅

CARBON NEUTRAL HOUSE
外皮平均熱貫流率

ダブル断熱（付加断熱）工法

住宅の断熱性能基準が住宅の外皮総熱
損失量を総外皮面積で割ったもので、
断熱材や開口部（サッシ、玄関ドア等）
の高性能材を使うことによって、熱損
失を防ぎ数値が小さい程、断熱性の良
さを示します。

の発想から生まれた新しい時代の暮らし方をおすすめしています。

経済産業省・国土交通省

心安ら
らぐ暮
らし
心安
ぐ暮
らし

環境省各種補助金対応住宅

それぞれの思いを形に。ワンランクアップの贅沢仕様。

暮らし から 住まい を考える

ＵＡ値

（外皮とは住宅の外側を意味します。
）

ではダブル断熱工法を採用しています。ダブル断熱工法は
学術的名称では付加断熱と呼ばれるもので、特に寒冷地において良好
な温熱環境と省エネルギーを追求するために多く実践されている断熱
工法です。
柱間に高性能断熱材を充填し、その外側に更に、高性能断熱材を外張
り付加する工法です。この工法は人体や環境への負荷も低いため、世
の中のニーズにうってつけの工法といえます。

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（OP）や蓄電池（OP）を搭載することで、家庭内で使用される
エネルギー消費量をすべてまかなうZEH（ゼロエネルギーハウス）を提案します。蓄電池があれば停電時も自動で太陽光発電に切り替わり電気が使えます。

地球環境の変化や未曽有のコロナ禍、そして長びく不況を引きずりながらも 暮らし が少しずつ
落ち着きを取り戻して来ました。しかしその中でも変わらないものは、やはり 住まい は心のやす
らぎであり、子育ての場であるという事です。
これからの世代を担う子供にとっても、親にとっても、又これまでの世代を担ってきたお年寄りの
方々にも、受け継がれる 暮らし のために、文化度の高い 住まい が必要になってきました。
は自然とのふれあいや、四季を感じさせる上質な安らぎの時間を提供します。

企画型注文住宅

2 脱炭素推進住宅

3 快適環境持続住宅

RESILIENCE HOUSE

CARBON NEUTRAL HOUSE

SUSTAINATION HOUSE

想

− OMOI −

19・50坪

１Ｆ床面積

64.58㎡（19.50坪）

建 築 面 積

66.24㎡（20.00坪）

程良い距離を愉しみながら、
相手の気配りが優しく感じられる家。

熟年カップル
シングルマザーにも
おすすめのプラン

恵

− MEGUMI −

22・75坪

１Ｆ床面積

75.33㎡（22.75坪）

建 築 面 積

76.16㎡（23.00坪）

ほのかな気配が伝わるコンパクトプラン。
かわいいお子さんを愉しみ、育むための家。

共働きカップル
子育てファミリーに
おすすめプラン

癒

− IYASHI −

１Ｆ床面積

25・62坪

84.88㎡（25.62坪）

建 築 面 積

86.53㎡（26.12坪）

小屋裏収納床面積

23.18㎡（ 7.99坪）

庭へ続く大きな窓で自然とのふれあいを。
各部屋にワークスペースをつけた機能的な家。

子育てファミリー
４人家族にも
おすすめプラン

ＬＤＫを挟んで両方の部屋からも出れる庭空間は、心地よい木漏れ日で、住む人

パブリックなＬＤＫとプライベートな主寝室、サニタリーを区別したプラン。

⬺⾰ᐊ

⬺⾰ᐊ

を癒してくれます。シューズクローク、小屋裏収納もセットした収納一杯の気配

ＬＤＫと主寝室につながるウッドデッキは家族や友人とくつろいだ時間を
満喫してもらう、おもてなしの気持ちをプランに込めました。
ＬＤＫを挟んで２つの洋室と、独立した

悠

− YUTORI −

26・00坪

１Ｆ床面積

86.11㎡（26.00坪）

建 築 面 積

96.06㎡（29.00坪）

小屋裏収納床面積

29.81㎡（ 9.00坪）

子育てファミリー
働き盛りの世代に
おすすめプラン

広いロフト、畳コーナー、
シューズクローク付の機能的プラン
中庭が爽やかに四季を感じさせる家
カウンターと棚コーナー、新しい生活様式対応のプラン。

します。

中庭に面する大きな窓は開放感に溢れ明るい陽射しと爽やかな風を

− IKOI −

28・50坪

１Ｆ床面積

94.40㎡（28.50坪）

建 築 面 積

100.61㎡（30.37坪）

働き世代、シニア層にも
おすすめプラン

寝室や和室からつながる
パティオは憩いの場。
友だちとゆっくり語り合える家。

⬺⾰ᐊ

玄関入口には収納力たっぷりの

隅々にまで届けます。

⬺⾰ᐊ

憩

⬺⾰ᐊ

玄関を入ってすぐの手洗いカウンター、居室にテレワークの出来る

り設計。玄関を入ってすぐの独立した洗面台も新生活様式対応の快適さをお届け

洗面コーナー、食品庫、シューズクロー
クのあるプラン。

シューズクローク、ホール入っ
てすぐにユニットタイプの豪華
な手洗いコーナー、パティオに

どこに居ても相手の気配りを感じる心地

面して便利な和室もセット。

よい距離感を感じられる家。

寝室にはカウンターと棚をセッ

生活動線がシンプルになることで、毎日

トした多目的コーナー。オープ

の暮らしのなかで、住み心地の良さを実

ンキッチンに横付けでダイニン

感していただけます。

グテーブルを付けて、機能的な
ワンランク上の暮らしを提案し
ています。
中 庭 に 面した ホ ール に 大 開 口
サッシ。
晴れた日は、家の中にいること
を忘れてしまうほどの心地いい
開放感。
中庭の木々は大きな絵画を観て

はいつ起こるかわからない災害に強い気候変動対応住宅です。
強い構造で、地震、台風、火災から大切なご家族と住まいを守ります。
災害に強い耐震最高等級３対応のハイブリット構造住宅です。
平屋はうすは全タイプ毎に外皮性能計算（UA値0.42以下）と一次エネルギー消費量計算結果をセットしています。

プランニングの
自由度が高い

高強度
優れた耐震性能

軸（柱・梁）で支える

面（壁・床・屋根）全体で支える

軸と面で支える

木造軸組工法

モノコック構造

木造軸組工法＋モノコック構造

いるよう。
今日からこの空間はあなたたち
だけのもの。

RESILIENCE HOUSE

玄関につながるシューズ
クロークは様々なものが
置ける便利なスペース。

２つの構造を組み合わせた
ハイブリット構造

ホワイト系でコーディネー
トした美しい住宅です。
シューズＢＯＸの奥には手
洗いボールをセットしてい
ます。右側にはシューズク
ロークもあり、様々なもの
の収納に対応。

イメージ写真です。
イメージ写真です。

新しい生活様式の基本はクリーンな空気環境。快適環境持続住宅です。
タイガーハイクリンボードはホルムアルデヒドを短時間で吸収分解し再放出させません。

SUSTAINATION HOUSE

フローリング、室内ドアのレバー
ハンドル、引き戸と引き手、カウ
ンターなど人の手が直接触れる部
分を対象に薬剤で表面を加工し、
抗菌・抗ウイルス機能をもたせた、
SIAAの基準を満した製品を採用し
ています。

タイガーハイクリンボードはホルム
アルデヒドの壁・天井の裏側からの
透過を抑止し室内で発生しても吸収
分解できます。
エアコンや空気清浄機などと違いラ
ンニングコストがゼロで、空気環境
をきれいに保ちます。

イメージ写真です。

冬温かく夏涼しい暮らしが、湿度の高い日
本では特に重要です。室温と健康の関係は
ヒートショックを防ぐ上でも大切です。
では温度差のないお部屋づくり
のために居室部分に熱交換タイプ、その他
の部屋に排気型局所換気のベストミックス
による理想の計画換気システムを採用して
います。

夏 ― 冷房時

腐食に強い

結露や腐食を抑えて住まいの耐震性を維持します。

火に強い

は全タイプがそれに対応する性能
経 済 産 業 省、 国 土 交 通 省 の 認 定 す るBELS評
を有する住宅になっています。
価書は住宅の恒久的な資産価値を守るもの
〒030-0121 青森市妙見1丁目15番5号
事業本部 省エネルギーによる環境負荷削減の推進と快適
で、（社）住宅性能評価表示協会が省エネ住宅
TEL 017-738-4892・FAX 017-738-4823
な住まいの実現に貢献します。
性能を評価するものです。
株式会社エバーグリーン

リビングルームにカウ
ンターと棚をセット。
テレワークにも活用で
きる新生活様式対応。
カウンターは抗菌、抗
ウイルス仕様。

イメージ写真です。

優れた防火性能で、火災から住まいを守ります。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

洗面化粧台は脱衣室から独
立させて手洗いうがいを。

GLから700mm高さの高基礎構造。床下浸水の場合は浸水した水を水抜きスリーブ管から外へ排水します。
冬 ― 暖房時

販売代理店 エコ＆エコホーム
東京オフィス 自然エネルギー建築研究会 チカ・クリエーションズ㈱内
はBELS評価書発行に対応する性能を有した住宅です。
〒186-0003 東京都国立市富士見台1-8-3 下村ビル301 電話：042-577-3300 FAX：042-505-9785

トイレはタンク付で
何かあった場合でも
水を給水でき便利。
収納カウンターと手
洗器をセット。

イメージ写真です。

キッチンから続く食品庫。奥には
可動の棚のシューズクローク。

防耐火性の高い素材と耐火構造部材で火災による被害を最小限に抑えます。

玄関はニッチが明るくお出迎え。
雨の日も風の日も心をなごませ
てくれる大切なスポット。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

お問い合せはこちらへ

イメージ写真です。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

対面キッチンは楽しい会話のはずむ場所。散らかしそうなモノをまとめて、
スッキリ収納。ワークフロントタイプはとっても便利。

イメージ写真です。
イメージ写真です。

システムキッチンは壁付にして、スペースの有効活用。吊戸をつけて収
納力もアップ。食洗器とタッチレス水栓をセット。

イメージ写真です。

システムキッチンは 型フラット対面タイプ。
奥 行933cmの広々カウンターは、調理・盛
りつけ・片づけがラクラク。
家 族 一 緒でゆったり動けて、楽しい会 話 が
生まれます。タッチレス水栓、食洗器もセット。

的なフォルムで空間に調和します。
自動水 栓の手洗いカウンターも
イメージ写真です。

トイレは洗浄力と節水
を 兼 ね た 省 エ ネ タ イ プ。
万一の停電時でも手動
で水を流せます。自動水
栓付手洗いカウンターを
セット。

イメージ写真です。
イメージ写真です。

セット。

システムキッチンはワークフ
ロント付の対面タイプ。直線
基調の白くシンプルなインテ
リアに。手元がさっと片付く
収 納を セット。 調 理 中の 手
元が隠せるので、よりスッキ
リした印象を与えます。食洗
器、タッチレス水栓付。

イメージ写真です。

寝室はシックに。ドアや床材を変えれば全く異ったイメージに。

イメージ写真です。

トイレはタンクレス。美しい直線

寝室にカウンターと
フ リ ー 棚 も セ ッ ト。
お化粧やお仕事もで
きる便利なコーナー。

玄関ホールに手洗い器をセット。玄関
開けたら、すぐ手洗い、うがいが新し
い生活様式。
除菌水付自動水栓できれいな水の毎日を。

各部屋にクロゼットをセット。
室内ドアはハイドアで高さを
揃えて美しいシルエットに。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

洗面化粧台は脱衣室から独立して
玄 関 入 っ て す ぐ の ホ ー ル に 設 置。
帰 っ て き て す ぐ 手 洗 い、 う が い の
新しい生活様式に対応。
日本人ならどうしても
欲しい和室。様々に使
えて機能的。畳文化は
本当に素晴らしい。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

洋室全てにカウンターと棚をセット。 階段を昇って広いロフトへ到着｡
おうち時間が増えてもＯＫ。
そこは、楽しい秘密の空間。
イメージ写真です。

イメージ写真です。

トイレはコンパクトタイ
プのウォッシュレット一
体型便器（タンク式トイ
レ）。フチなし形状でお
掃除もラクなクリーン設
計。自動水栓の手洗器付
カウンターをセット。

システムキッチンはク
ラフト感 のある木目
調の対面タイプ。
水の出し入れをつま
先で調整する押し水
栓スイッチ付。

軒天は和室の天井と
同じカラーでコー
ディネート。防火性
に優れた美しい素材
で、高級感を演出。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

イメージ写真です。

キッチン横に左右の食品棚。
料理上手な奥様の秘密基地。

はダイライトMSとタイガーハイクリーンボードによる耐火性に優れた構造を採用することで、木造でありながら、国土交通省の
「省令準耐火建築物」に適合しています。準耐火建築物は、火災保険の構造区分で、一般の木造建築物に対して約50％の保険料が軽減されます。

国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取組みを行います!」

洗面化粧台は脱衣室と独立
して玄関を入ってすぐのホー
ルに設置。帰って来てすぐ
手洗い、うがいの新しい生活
様式対応。

イメージ写真です。

システムバスは引戸
タイプのドア。
ヒートショックを防
ぐ暖房換気扇付の気
配り設計。

外壁下地材に防火性に優れたダイライトMS、内壁下地材に不燃材料12.5m/mの石膏ボードを採用しています。

「省令準耐火建築物」なので、火災保険料が50％安くなる住宅です。

൦ƱᆰൢƷƓƍƠƍܼ

エコ＆エコホーム

居室には大きなクローゼットと棚とカウンターをセットして、何処でもテレワークの新様式に対応。

LDKを挟んだ２つの洋室は、それぞれのプライバシーを尊重した時間を過ごす場所。

振動実験で強度７レベルの揺れにも倒壊しない強さを実証済。

横揺れを壁全体で受け止める耐力面材ダイライトMSを採用。地震や災害に強い壁倍率2.5倍を実現しました。
床は厚さ28m/mの構造用合板、地震に強い「剛床工法」。軽い外壁材と屋根材で地震時の住まいの負担を軽減します。

大型化するゲリラ豪雨にまず床上浸水のリスクを防ぐ住まいが大切です。
第一種熱交換換気システムを採用。床下換気で更に冬暖かく夏涼しい快適環境住宅を実現しました。

イメージ写真です。

寝室はパティオにも出れる部屋。濃いめのドアで洗練された空間に。

●パンフレット（見込客用） Ａ４ 50頁 20部
３. 快適環境持続住宅

暮らし から
住まい を考える

●ＪＷ‑ＣＡＤ
（全５タイプ） データ 設計変更対応用

ずりながらも

暮らし

SUSTAINATION HOUSE

３. 快適環境持続住宅

SUSTAINATION HOUSE

新しい生活様式の基本はクリーンな空気環境、健康生活の第一歩です。
内壁の下地材として12.5m/m厚のタイガーハイクリーンボードを採用しています。

24時間体に入る空気の安全性は日々の暮らしの中で最も大切です。
様々な角度から安心・安全を検討、きれいでおいしい空気の家にしました。

タイガーハイクリンボードはシックハウス症候群の主な原因物質ホルムアルデヒドを短時間で吸収分解し再放出させません。

内装建材は抗菌・抗ウイルス製品を活用。製品表面に付着した細菌やウイルスを減らして清潔で衛生的な暮らしに貢献します。

エアコンや空気清浄機などと違い、
ランニングコストがかからず、
お部屋の空気環境をきれいに保ちます。

１
気候変動対応住宅

フローリング、室内ドアのレバーハンドル、引き戸と
引き手、カウンターなど人の手が直接触れる部分を対
象に薬剤で表面を加工し、抗菌・抗ウイルス機能をも
たせた、SIAAの基準を満した製品を採用しています。

RESILIENCE
HOUSE

地球環境の変化や未曽有のコロナ禍、そして長びく不況を引き
が少しずつ落ち着きを取り戻して来ま

した。
その中でも変わらないものは、やはり

住まい

は心のやすら

ぎであり、子育ての場であるという事です。これからの世代を

SIAA（抗菌製品技術協議会）登録製品について
SIAAとは適正で安心できる抗菌・防カビ・抗ウイル
ス加工製品の普及のためにメーカーや試験機関が集
まって出来た団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加
工製品に関する品質や安全性の確認を行いSIAAに登
録された製品ついて、SIAAマークを表示しています。

担う子供にとっても、親にとっても、又これまでの世代を担っ
てきたお年寄りの方々も、受け継がれる
文化度の高い

住まい

暮らし

のために、

２
脱炭素推進住宅

が必要になってきました。

CARBON NEUTRAL
HOUSE

は自然とのふれあいや、四季を感じさせる上質な

３
快適環境持続住宅

特許取得済

SUSTAINATION
HOUSE

冬の寒さ、夏の暑さは高気密、高断熱性と換気がポイントです。

安らぎの時間を提供します。

●メーカープレゼンボード（全５タイプ）データ

想

− OMOI −

恵

− MEGUMI −

癒

− IYASHI −

悠

− YUTORI −

憩

− IKOI −

冬温かく夏涼しい暮らしが、湿度の高い日本では特に重要です。室温と健康の関係はヒートショックを防ぐ上でも
大切です。ヒートショックとは温かい部屋から寒い部屋などへの移動による、急激な温度の変化によって血圧が上
下に大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害で、失神したり、心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を引き起こ
すことがあり住宅の断熱化が重要と言われています。

夏 ― 冷房時

［特許 第4213365号］

はBELS評価書発行に
対応する性能を有した住宅です。

では温度差のないお部屋づくりのために居室部分に熱交換タイプ、その他の部屋に排気型局所換気の
ベストミックスによる理想の計画換気システムを採用しています。

熱交換のしくみ

冬 ― 暖房時

トイレ、洗面脱衣室は抗ウイルス壁紙、床は抗菌クッションフロア
仕上げにしました。

経済産業省、国土交通省の認定するBELS評
価書は住宅の恒久的な資産価値を守るもの
で、
（社）住宅性能評価表示協会が省エネ住宅
性能を評価するものです。
は全タイプそれに対応する性能
を有する住宅になっています。
省エネルギーによる環境負荷削減の推進と快
適な住まいの実現に貢献します。

抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に
ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制
する働きも、よりよい衛生環境づくりを
お手伝いします。

床下換気で更に冬暖かく、夏涼しい家を実現

壁紙表面に付着したウイルスを減少

室内の汚れた空気と、屋外の新鮮な空気を入れ換える
のが換気です。例えば、冬の場合は室内の空気は暖房
で暖められ、屋外の空気は冷たいですが、換気をする
際に室内の空気の熱を屋外の冷たい空気に移動させて
室内に送り込む。これが熱交換の仕組みです。

・玄関ドア・サッシ・フローリング・床造作材・造作材
・シューズボックス・室内ドア・クロゼット・造作建具
・システムキッチン・システムバス・洗面化粧台・トイレ
・照明器具・換気プラン（１階・床下）

＊薬機法の規制により特定の細菌名およびウイルス名の表記はできません。 ＊全ての製品の性能を表すものではありません。
＊試験結果イメージであり、実際の使用状況で同様の性能を保証するものではありません。 ＊抗菌・抗ウイルス性能は、すべての細菌およびウイルスに効力を発現するものではありません。

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタ
ンパク質を変性・破壊し、さらに有機成
分を分解。壁紙表面に付着したウイルス
を減少させます。

●オリジナルパンフレット作成ＤＶＤ １枚

ＡⅠデータも在中、最もローコストでカスタマイズできます。

●パース図・ロゴマーク
●チラシデータ(表・裏)
●のぼり旗データ(A・Bタイプ)
●看板データ
●現場シートデータ(A・Bタイプ)
●ポスター (A・Bタイプ)

●「一次エネルギー消費量計算書」
（全５タイプ）データ
●
「外皮性能計算書」
（全５タイプ）
データ
●参考積算書（全５タイプ）
エクセルデータ
実行予算作成用

平 屋 はうす

心安らぐ暮らし

ワンフロアの平屋のメリットを活かした、

1 気候変動対応住宅

発電した電気や使われたエネルギーを「見える化」し、パソコンやスマートフォンでかしこく管理する時代になりました。
太陽光発電で発電した電気を蓄電。電気料金の高い夕方の時間帯等に放電するので、電気代の削減に
つながります。また、電気料金の安い夜間電力を蓄電し、日中に放電することも可能です。

新価格版

データ
ＡI データ

ＡI データ

ＡI データ

ＡI データ

ＡI データ

プラン販売につき年会費・月会費などその他費用は一切かかりません。

お申込み：FAX 017−738−4823
必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。HPからもお申込み出来ます。
御社名

請求書の有無お知らせ下さい。 □必要 □不要

TEL

必要に

FAX

メールアドレス

納品

の場合請求書を送らせていただきます。

ご入金確認後１週間以内に発送いたします。

御社ご住所

送り先ご住所（御社住所と異なる場合お書きください）

〒

〒

代 表 者 肩 書 御 名前

ご担当者名

代金振込先

みちのく銀行 青森支店 普通口座0445851
㈱エバーグリーン 代表取締役 福士りつ子

資料請求・お問い合せはこちらへ
エ コ＆エ コ ホ ー ム
事
業
本
部 株式会社

エバーグリーン

お役職名

代金お振込みいただき、ご入金確認後
パッケージを発送させていただきます。

〒030-0121 青森市妙見１丁目15の５
TEL 017‑738 ‑ 4892 FAX 017‑738 ‑ 4823

E-mail : ritsuko@evergreen-ecohome.com

URL http://www.evergreen-ecohome.com

