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通気・換気部材、
換気システム・設備

IMAGAWA きこり　通気口
国産檜材を使った床下通気口。水分量を安定さ
せた材料を使い、職人が高精度で加工。裏側の
調整板をスライドさせることにより通気量を調整
できる。モダンなデザインが特徴

ー

合法木材認定商品

15㎜タイプ６８００円、30㎜タイプ７８００円

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

FloorVent S（仮称）
現行品の通気床ガラリＦｌｏｏｒＶｅｎｔのルー
バー部材を縦向きから横向きにしたものを発売
予定。現行品と同じ施工工程で簡単に設置でき
る

有効開口143㎡（Ｗ606×Ｄ88×T15）

スタイリッシュな木製床ガラリ。床下冷暖房で
体感も見た目も快適に。大きな通気量を確保

１万５０００円（予定）

キムラ
Z048-666-0731　X048-611-6866

N
ew

基礎パッキン「ダイカラット」
床下全周に風が通る圧倒的な通風性、新素材採
用で経年変化に強い耐久性、さらには地震等の
強い力をも吸収する強靭なダイカラット。特殊鋼
板製パッキンが木の家をグレードアップさせる

ー

経年変化に強く半永久的、防火地域でも有効。道
路沿いなど振動の多い建物にも吸振が期待できる

６００円/枚（設計参考価格）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

ステンレス製　防鼠材・通風材
ステンレスという素材の良さはもちろん、シンプ
ルなL型形状で施工も簡単。パンチング加工した
ステンレス製としては安価で、防鼠材、軒天通風
材の用途以外にアイデア次第で使い方も自由自在

通気率：（防鼠材）63％・（通風材）40％

艶消仕上げのSUS304・ステンレス製で、どん
な建物にも馴染みやすく仕上がりも美しい

８１０円～/本（設計参考価格）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

「スリットマン」シリーズ
パッキン工法で生じる基礎と土台のスキマを活用。
屋外での水道需要に対応できる「水道用」、屋外コ
ンセントが家の外周に設置できる「配線用」、壁や
基礎に穴を開けずに吸排気できる「換気用」の3種

ー

2cmのスキマを利用するため、基礎の欠損なく
配線・配管・換気設備の設置が可能

要問合せ

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

デセントラル熱交換換気システム
ヴェントサンZERO

ダクト配管がなく設計の自由度が高い熱交換換
気システム。国際特許の遮音材を使用し、ファ
ンの騒音値は13－29db、外部騒音削減値48－
56dbと気密性が高く、静かな高性能住宅に適す

熱交換率87％　外部騒音削減値48－56db

風量70％時(消費電力３W)に熱交換率87％
を発揮できる。月々の電気代は30円程度

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943

PAX Norte BLACK
デザインが人気のスマート換気ファン「PAX 
Norte」にBLACKが登場。温度・湿度・照明(人感)
センサーで用途に合わせた運転が可能。温度セン
サーにより部屋間の温度差をなくすサーキュレータ

温度・湿度・照明(人感)センサー内蔵　/ 消費
電力最大4W

部屋間サーキュレータとしてヒートショックを
予防する

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943

N
ew

温度感知型 部屋間サーキュレータ
「シリウス」

スウェーデン製・部屋間サーキュレータ。暖房設備
との併用で熱を効果的に循環させる。内蔵の温度
センサーで室温が設定温度より高くなった時、自
動運転を開始してほかの部屋や廊下に空気を送る

消費電力2.1～ 5.5W

部屋間の温度ムラを無くし、快適性はもちろん
ヒートショックの予防に

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943
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湿度学習型換気ファン
「インテリヴェント2.0」

スウェーデン製・湿度学習型換気ファン。湿度が
上がると自動で運転するため浴室の換気ファン
として人気。ファンやカバーがワンタッチで取り
外せるので、メンテナンスも手軽

消費電力2.1～ 5.5W

冬は浴室や脱衣室の湿気をリビングに送り込
み加湿する部屋間サーキュレータとしても人気

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943

H
ヘルスボックス
ealthbox3.0 

熱交換換気以外での一次エネルギー削減方法とし
て注目されている換気方式（需要制御型）。必要な場
所に必要な時間、必要な量を自動的に判断する。自動
的に風量がバランスを変え、換気を行うデマンド換気

熱交換率85%相当

空気質が良好な居室と汚染物質が多い居室と
で換気量を自動制御しエネルギー削減に貢献

５０万～７０万円

ジェイベック
Z025-250-8900　X025-250-8877

N
ew

ＧＥＯパワーシステム
一年中安定した温度の地中熱を利用し、冷暖房
の省エネや空気浄化機能が得られる24時間換気
システム。住宅、工場、文教施設、商業施設、庁
舎などさまざまな建物に導入できる

ー

一年中安定した温度の地中熱を利用

要問合せ

ジオパワーシステム
Z0837-65-3511　X0837-65-3510

抗ウ

ダクトレス全熱交換換気システム
高性能DCファンを使い、高い蓄熱性を持つセラ
ミックを用いた全熱交換型換気システム

比消費電力0.05w/m3/h、温度交換効率92%

換気自体の電気代が安く、更なる光熱費の削
減ができる

１９万５０００円

キムラ
Z048－666-0731　X048－611-6866

せせらぎAQ
二酸化炭素濃度制御＆ウイルスフィルター
空気中のCO2 濃度を調べて表示・換気制御する新
商品。CO2 濃度に連動して換気量を増減させるコ
ロナ対策換気システム。CO2 濃度の低下に伴い、
室内空気中のウイルスや細菌の含有量も低下する

熱交換率93%、消費電力（max）1.6W/h

ダクトレス熱交換換気システム。常にクリーンな空気
を循環させ、冷暖房の効率低下を防ぎ省エネに貢献

要問合せ

パッシブエネルギージャパン
Z03-6433-2831　X03-6433-2839

N
ew

抗ウ

澄家VS90
熱交換による省エネ性、快適性だけでなく、よりクリー
ンな空気質にこだわり「ダクトレス給気」を採用。「床
面排気システム」により花粉、ハウスダストも除去。長
く使うからこそメンテナンスのしやすさにもこだわる

温度交換効率90％（80㎥ /ｈ）、有効換気量
率97％、騒音40㏈（A)以下

ハウスダスト除去の床面排気。ダクト汚れが気
にならないダクトレス給気。簡単メンテナンス

４４万７６００円（基本セット8口）

マーベックス
Z072-943-1825　X072-943-1826

N
ew

ＭＳデマンド換気システム
三種換気なのに熱交換のように省エネ。セン
サーが換気量を自動制御する最先端技術搭載。
少ないダクト量で施工も容易。簡単メンテナンス
で維持管理が容易。トラブルが少ないシステム

換気熱損失を30～40％削減

頻繁なフィルター清掃不要。維持管理のユーザー
負担が少なく設備性能が長期に渡って発揮できる

３２万円（30坪程度・部材一式）

マツナガ
Z03-3925-0065　X03-3925-0061

ニュー
ノーマル

給気フード（サイクロン式）
外部から虫の侵入を防ぐ。ダクト内の汚れや換
気装置のフィルター清掃にかかる負担を軽減。
シルバーグレイに加えて、新たにホワイトとブ
ラックを新発売

捕集率最大97%

フィルター清掃の負担を軽減。フィルターの目
詰まりによる換気量低下を抑制

要問合せ

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

SE200R/RS
2011年の発売開始から長く愛されるロングセラー
モデルの全熱交換型換気装置。給排気を機械換
気で行う第一種換気システムで計画的で確実な
換気を実現。約12kgの軽量設計で施工性も良好

温度交換効率90%

熱交換機能で換気による室内の温湿度の変化を
軽減。冷暖房エネルギーを削減し省エネに貢献

要問合せ

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864
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ルフロ400(LFB-400DC-V)
超省エネタイプの第三種24時間換気システム。
2013年改正省エネ法新基準の計算プログラムの
結果では、換気設備+暖冷房設備の一次エネル
ギー消費量が一般的な熱交換換気の約7割

消費電力：3～66W、風量（Opa時）：160～
490㎥ /h、最大95坪まで1台で対応

光熱費を抑え室内空気を健康で快適な状態に
保つ。メンテナンスは工具不要で簡単

１５万３０００円

日本住環境
Z03-5289-3302　X03-5289-3307

OM e FILTER
全館空調システムに取り付けて利用する。1台で
家全体の空気清浄を行える。各居室に設置する一
般的な空気清浄機と比較して、省エネ、低価格で
ありながら、家中、快適な空気環境の維持が可能

集塵効率：0.3 ～ 0.5μm96%、0.5 ～ 1.0μ
m97.5％、1～2μm98.5%※条件あり

1台で家全体の空気清浄効果を高め、運転時の
光熱費も大幅に削減

３０万円（工事費込）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

抗ウ

a
エアボレーイオン

irvolleyION
全館空調に高濃度イオン発生装置を組み込むこ
とで、住宅全体を除菌・脱臭することが可能

イオン化エネルギー12eV、イオン残存寿命
120秒（参考値）

エアボレーで全館空調を行うとともに、住宅全体で
除菌・脱臭が可能。高いレベルの空気環境を実現

要問合せ

キムラ
Z048-666-0731　X048-611-6866

N
ew

抗ウ

ビルトイン空気清浄機
（電子式フィルタ）

電子式フィルタを換気システムや送風ファンなど
と組み合わせる。外気を清浄して室内に給気する

「外気清浄」、空気循環経路に設置することで空
気清浄機能を実現する「セントラル空気清浄機」

消費電力5W、ハウスダストや花粉、PM2.5な
ど小さな粒子まで捕集

浮遊ウイルスの除性能も確認。洗って繰り返し
使えるゴミの出ないフィルタ

要問合せ

トルネックス
Z03-5643-5800　X03-5643-5801

ニュー
ノーマル 抗ウ

冷暖房

Planbee
空気洗浄機能付きのファンを設置して、エアコンの冷
気・暖気を別の部屋に送り、複数の部屋を同時に空調す
るシステム。快適な温度の空気を家中に行き渡らせる
ことで、光熱費を抑え全館空調のような心地よさを実現

空気清浄ユニット 消費電力約5W 、集塵効率
（粒子0.3～ 0.5μm）:84%（定格風量時）

建物毎に温熱シミュレーションと気流を考慮した
システム設計。計画内容レポートを施主に進呈

７０万円(1階・2階用の2セット、工事費込)

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

N
ew

OMX
太陽熱と排気熱を利用。暖房、冷房、全熱交換換
気、給湯の機能を持つ。蓄電池と組み合わせReal 
ZEHを目指す。「All Time Real ZEH」仕様は令和2
年度第1回サステナブル建築物等先導事業に採択

定格標準電力（冷房・暖房）4kW、消費電力　
冷房1.115kW、暖房0.905kW

太陽エネルギーを有効活用。1年を通して省エ
ネで、快適かつ健康的な温熱環境を実現

２００万円（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

パッシブエアコン
小屋裏に設置した室内機1台で全館暖房＋床暖
房、全館冷房が可能

COP:4.0kWタイプ  冷房 3.67／暖房 4.42、
5.6kWタイプ  冷房 3.31／暖房 3.83

1台で全館、年間を通し快適で健康的な温熱環
境を実現できる

標準小売価格９０万円～（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

水蓄熱「アクアレイヤー」
建物の冷暖房用及び補助熱源容量を低減できる
ソーラーハウス用蓄熱層として床下に設置する水パッ
ク。床暖房にも利用可能。対流機能、大きな熱容量
の水と、放熱機能のコンクリートとの組合せがポイント

耐用年数約30年以上（建物に合わせて設計可
能）

寒暖差を抑える。自然対流が温度ムラを無く
す。太陽熱を効率よく蓄熱し、CO2排出削減

要問合せ

イゼナ
Z04-7182-7437　X04-7181-1510

ニュー
ノーマル
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ほのか燦
暖気を床下に送り込むこともできるため、床暖房
の熱源としての利用可能

発熱量最大2万7580kJ/h、暖房出力最大
6.1kW（直径122㎝ /152㎝、重量8.6kg）

再生可能エネルギーの有効利用、地産池消の
エネルギー利用の推奨

本体価格４４万３２００円～（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

ECO床暖ion＋

室内外機1台で1階全面床暖房、全館冷暖房、全
館除菌・脱臭ができる全館空調システム。特に除
菌・脱臭効果は住宅用空調設備として初となる国
際特許技術による高濃度イオン発生装置を採用

熱交換率95％

温度差のない生活を実現。ウイルスや細菌を除
去し家中どこにいても安全な空気で暮らせる

要問合せ

オンレイ
Z03-5619-4601　X03-5619-4602

N
ew

a
エアボレーネクスト

irvolleyNEXT北海道仕様
本州で販売しているエアボレーネクストを変更
した北海道専用の全館空調。１・２階とも床から
冷・暖気を吹き出すことにより冬期を重視しなが
らも夏期の冷房もOK

暖房8.0kw、換気温度交換効率95%

少部材で施工性も格段にアップ

１５０万円～（材のみ）

キムラ
Z048-666-0731　X048-611-6866

N
ew

床暖房HEATPLUSプレミアム
敷くだけで部屋・床下を抗菌・消臭・抗カビ。1年
中使える遠赤外線床暖房。長さを自由に現場で
カットできるため対応力が良く、施工性・機能性
にも優れる

電気式単層200V、遠赤外線床暖房、10年保
証

床暖房シートが発するイオンが部屋・床下の菌
や臭いを分解し、抗菌・消臭効果を発揮

要問合せ

GROOVE
Z045-290-3884　X045-290-3885

家庭用ルームエアコン
「うるさらX」シリーズ

換気しながら冷暖房ができる。屋外から新鮮な
空気を取込み、エアコン運転しながら室内換気
が行える。冬場には屋外から水分を取込み、給水
無しで加湿暖房ができる

APF7.1（S40ZTRXP-W）

換気しながら冷房・除湿・暖房ができる。新鮮な空気
を取り入れながら、部屋の空気を快適に(給気換気)

５２万円（S40YTRXP－W）

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

N
ew

家庭用ルームエアコン「risora」
スタイリッシュな薄型デザインで7色のカラーバ
リエーション。お好みのイメージやお部屋のスタ
イルに合わせて、エアコンを選べる

APF5.0（S40ZTSXP-F）

夏場は天井付近に冷気を飛ばし、冬場は垂直に暖
気を飛ばすことで、からだに気流があたりにくく、快適

４３万円（S40ZTSXP-W）

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

N
ew

LaLa fan
床下設置型の大風量シロッコファン（最大200㎥
/h）。5段階の風量切り替えが可能。床下エアコ
ンの温度ムラ解消や、ファンの微風が快適性を
向上

200㎥ /h

床下ACの温度ムラを小さくし快適性向上。効率
よく冷暖気を室内に上げ、冷暖房効率をアップ

未定

マーベックス
Z072-943-1825　X072-943-1826

N
ew

水回り
・

給湯設備

全館空調システム
24時間換気装置とビルトイン型エアコンの組合
せによる全館空調システム。汎用品を組み合わ
せることにより優れたコストパフォーマンス

温度交換効率90%、AFP5.3（S28ZLV）

必要最小限の設備で換気と冷暖房を実現。計画換
気で空気を新鮮に保ち、部屋ごとの温度差を緩和

要問合せ

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

ニュー
ノーマル
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スタンダード24
錆びにくいSUS304ステンレスのオールステンレ
スキッチン。天板とその裏打ち材まで全て耐久性・
リサイクル性の高いステンレスを用いた。2400㎜
の大きさ限定で規格化して求めやすい価格に設定

ー

長期使用が可能。将来的に不要（粗大ゴミ）と
なるパーツが殆どなく、環境問題に貢献

４０万円～８０万円（機器類・配送費・据付工事
費別）

三宝ステンレス工業
Z072-828-3701　X072-826-3059

MINIペレ
コンパクトなオールステンレスキッチン。事務所
やセカンドキッチンとしても使える。SUS430ス
テンレスを使用し、価格を抑えた。フラッシュ構
造（裏表化粧）により、上質感を維持

ー

長期使用が可能。将来的に不要（粗大ゴミ）と
なるパーツが殆どなく、環境問題に貢献

１０万円～２０万円（機器類・配送費・据付工事
費別）

三宝ステンレス工業
Z072-828-3701　X072-826-3059

ピアサス　Ｓ－１　ユーロモード
シンメトリーなデザインとシンプルさがインテリ
ア全体の美観を向上。18種類の扉、5種類の取っ
手、11種類のワークトップが揃い、多彩な空間演
出が可能

ー

リサイクルしやすいステンレスをキャビネット・
ワークトップに使用

１０９万７８００円～

永大産業
Z0120-685-110

家具みたいなキッチン
「家具のようなキッチン」をコンセプトに魚焼きグリル
をなくし、デザイン性を追求。グリルレスの分、4口IH
コンロ、海外製大型食洗機を標準化。タイプは壁付、
ペニンシュラ、アイランド／ホワイト、木調、ステンレス

幅600タイプは13人分の食器が一度に洗え
る

食洗機は予洗い不要。節水効果に加え、乾燥
時には電力を使わないため省エネ

標準価格８２万円（W3000、壁付）

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル

タッチレス水栓　ナビッシュ
センサーに手をかざすだけで吐水・止水ができ、汚
れた手で触らず操作できる。コロナ禍で住まいにい
る時間が増え、キッチンを利用することが多くなり、
使い勝手やエコな観点も再度注目を集めている

－

非接触の安心だけでなく、料理の動作のなかで、使
い勝手の良さ、エコな観点においても快適。節水も

８万３０００円～

LIXIL
Z0120-17-9400

Bosch ビルトイン食器洗い機
特許取得の独自の乾燥方式を搭載し、電気の使
用を大幅に抑えた食器乾燥を実現。大容量で食
器や調理器具の洗浄が一度に可能。在宅時間が
増えた今の生活に欠かせない家事ラク家電

標準使用水量約10L

手洗いと比べ大幅な節水が可能。後片付けの
時間を家族や自分のゆとりの時間にできる

幅45cmモデル２２万８０００円～、幅60cm
モデル３５万８０００円

G-Place
Z03 3663 8745　X03 3639 8744

ニュー
ノーマル

どこでも手洗い
魅力ある素材のアイテムを自由に組み合わせて玄
関や廊下、トイレなどちょっとしたスペースに設置
できるコンパクトな手洗い。丸ごとパッケージ提
案が可能で、見積りや手配が簡単なところが特長

－

玄関の一角に手洗い場を設ければ、家に帰って
すぐに手洗いができる

１７万円～

LIXIL
Z0120-17-9400

Chillな洗面化粧台
W1800のスツール付洗面化粧台。洗面機能だけ
でなく、まったりホームエステも叶える。自動水
栓、ソープディスペンサー、3面鏡をオプション
選択可。カラーは木調(ライト・ダーク)

ー

非接触水栓で衛生的。上面のセンサーで連続
吐水可。吐水温度の変更も可能。節水効果も

本体価格３１万５０００円（1面鏡タイプ）

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル

Moist-NanoBubble　BeautyAqua
水道管根元付けタイプのナノバブル発生装置。
水道水に含まれる空気をナノバブル化し、家中
の水をナノバブル水に変化させる

１mlあたり１億個以上のナノバブルを発生

ナノバブル水による洗浄、美容、快適、時短、家事楽
効果等で快適な暮らしを実現

メーカー希望小売価格３５万円（送料込）

絆ジャパン
Z03-3342-0999　X03-6258-0059

N
ew

ニュー
ノーマル
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太陽光発電
・
蓄電池

w
ウェディボード
ediboard

ドイツ発の断熱・防水・タイル下地の機能を兼ね
備えたユニークな下地材。子供でも持ち運べる
ほど軽く、シーリング性と平面性に優れる。バス
ルームのデザイン性と工期短縮を実現

熱伝導率0.036W/ｍK

断熱性能を備えているため、保温性に優れ、バ
リアフリーも可能。快適で安全なバスルームに

１万２０００円（長さ2500×幅600×厚20、
８０００円/㎡）

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

リデア
生活スタイルや入浴スタイルに合わせた選択が
可能。お湯が身体を包み込む、しっかり温まる新
感覚の「ボディハグシャワー」をHタイプで搭載

ー

ボディハグシャワーで、浴槽の利用と清掃が減る。
浴槽浴と比較し約36％のCO2削減（同社試算）

８２万円～（施工費別）

LIXIL
Z0120-17-9400

N
ew

N
ノルネ

ORNE
床下点検口に体組成計を埋め込むことでフラットな
納まりを実現。体組成計トップブランドであるタニ
タの最先端技術と、丈夫さが好評の床下点検口トッ
プシェアメーカー城東テクノにより実現した製品

ー

体組成計の「置き場がない」「出し入れが面倒」を解
決。生活動線上に設置することで、「はかる」を習慣化

オープン価格

城東テクノ
Z0120-106011

N
ew

ニュー
ノーマル

太陽光自家消費促進型　自然冷媒CO2

ヒートポンプ給湯機「おひさまエコキュート」
ヒートポンプ給湯機×太陽光発電。太陽光発電
の余剰電力を自家消費。環境に配慮しながら効
率的にお湯を沸かす。※太陽光発電システムが
別途必要など諸条件あり

年間給湯保温効率3.4

昼間にお湯を沸き上げ、放熱ロスを抑える。パ
ワフル高圧給湯でシャワーの勢いが良く快適

１０４万円（EQ46WFPV）

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

N
ew

ウルトラファインバブル給湯器
業界初のウルトラファインバブル発生装置を搭載し
た給湯器。取り付けるだけで、家中にウルトラファイン
バブル入りのお湯を送る。1㎛未満の微細な泡による
洗浄効果や、肌へうるおいを与えることが期待される

エネルギー消費効率93%

微細な泡で水まわりの汚れや水垢が付きにくくなる。
日頃の掃除の負担を軽減し、快適な暮らしをつくる

希望小売価格２０万９５００円～

リンナイ
Z052-361-8211　X052-361-8215

N
ew

クワトロDM
発電時の熱も利用するOMX、OMクワトロソーラーとの
組み合わせが可能。「モジュール変換効率19.9%＋熱
変換効率18.4%＝38.3%」で太陽エネルギーを最大限
に利用。ソーラーシステム振興協会のPVT認証を取得

最大出力 410W（モジュール変換効率 19.9％、
セル実効変換効率 22.5％）

太陽エネルギーの有効活用

オープン価格

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

屋根一体型太陽電池
カナメソーラールーフ

業界唯一の金属屋根に太陽電池が一体となった製
品。屋根に穴をあけずに設置できるため、雨漏りリス
クがゼロ。太陽電池が目立たないフラットなデザイン。
狭小地でも屋根面を最大限に生かした設置が可能

単結晶、モジュール変換効率19.86%

家庭内の光熱費削減、CO2削減に貢献。出力補償
25年、システム保証15年、自然災害補償10年

要問合せ(初期費用ゼロ円プラン「カナメソー
ラーZERO」あり)

カナメ
Z028-663-6300　X028-660-3832

まるごと断熱/ホテルみたいなバスルーム
シャワータワーと置型浴槽、フルスクリーンガラスドアが
非日常的な空間を演出。床・壁・天井すべてを断熱防水
ボード（ドイツで特許取得）で覆い、施工も専用接着剤
で誰でも組立て可能。専門業者に支払う費用を削減

ー

断熱防水ボードを浴室の壁・床・天井に使用すること
で、浴室全体を保温。ヒートショック防止にも効果的

９５万円（建具、シャワー、鏡、浴槽、タイル、
物干）

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル
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太陽熱システム
・

自然利用設備

粘着剤
・
テープ

E
エネレッツァ
nerezza

高安全性、長寿命、容量も選択可能なリチウムイ
オン蓄電システム。製品デザインにもこだわり、
外観の継ぎ目を除いた美しいフォルムで2019年
度グッドデザイン賞受賞

蓄電容量5.0kWh／10.0kWh／15.0kWh
※詳しくはHPにて

暮らしにあわせて電気を蓄えて使えるため、電気
代を抑えられる。突然の停電時も電気を安定供給

要問合せ

京セラ
Z0120-33-5582　X0120-18-5582

OMソーラー
冬は太陽で温めた外気を室内に取り込むことで、
換気と同時に全館床暖房を行い、春先から秋に
かけては太陽熱を給湯に利用する

省エネ基準住宅にて暖房費30%削減、
HEAT20 G1にて暖房費50％削減

太陽エネルギーを有効活用。省エネで、快適か
つ健康的な温熱環境を実現

７０万円（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

抗ウ

ハイブリッドソーラーハウス
太陽熱を床暖房と給湯に使うシステム。太陽熱で温
めた熱媒は、床下150 ～ 200㎜の蓄熱コンクリートに
流し、日没後も暖かい床暖房と、370ℓの貯湯タンク
を加温するのに使う。床下がないため水害にも強い

暖房給湯エネルギーを概ね50％削減

人が気持ち良い足裏25～ 26℃、室温22～
23℃の環境を少ない燃料で実現

１３０万円～（材料費のみ）

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

ニュー
ノーマル

ヒートパイプ式太陽熱温水器
SUP-VH20

電気ガスのオフグリッド達成の八ヶ岳エコハウス「ほく
ほく」で採用。密閉圧力タンクを使い、地上設置で2F
のシャワーもOK。ガラスが割れても水漏れしない。170
ℓと小型なため、満水時重量は270㎏と比較的軽量

集熱面積2.5㎡、貯湯量170ℓ、耐圧0.6Mpa

単位面積あたりの効率は一般的な太陽光発電
の約4倍。給湯のエネルギーを削減する

３４万円

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

レインキーパーＰ型
雨水を貯めて、植物への水やりや散水等の生活
雑用水に再利用する雨水タンク。奥行400㎜の薄
型で、250・375・500リットルの3サイズ。タンク
内の水温上昇を抑える日除けパネルも取付可能

ー

水道水の使用量を抑えることで二酸化炭素の
排出量削減につながる

１４万９０００円（250ℓ、埋込式）

四国化成工業
Z0120-212-459

ソーラーウォーマー
電源不要で太陽エネルギーを熱エネルギーに変
換し、暖房負荷を減らすシステム。光熱費削減、
室内干しの洗濯物の乾燥、別荘・空き家のカビや
湿害防止、基礎断熱の床下環境改善も可能

最大集熱能力：1000W

電源不要、メンテフリーで太陽エネルギーを温
風に変換し暖房負荷を抑制。湿気やカビを防止

１８万７０００円（SV-14）

マツナガ
Z03-3925-0065　X03-3925-0061

ニュー
ノーマル

養生テープ「エースクロスα」
2022年5月に発売を開始した新製品。粘着性能
と使用性、手切性、柔軟性が特長。多用途に使い
やすく、粘着力が強めの養生テープ

ー

トルエン・可塑剤など不使用。環境に安全な製
品

要問合せ

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

N
ew
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気密防水テープ
アクリル系の強力粘着剤は高耐久・高品質で、優
れた気密性能と防水性能を発揮する

－

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製
品

要問合せ

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

養生テープ
カットエースは手切れできるフィルムタイプ。柔軟
性があり、特に床養生に適している。エースクロスは
手切れできるクロスタイプ。どちらも糊残りしにくく、
強・中・弱の粘着タイプを取りそろえる。カラーも豊富

－

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製
品

要問合せ

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

防虫剤
・

防虫システム

エコボロンPRO
キッズデザイン賞受賞。子どもや妊婦にも安心のシロ
アリ・腐朽予防剤。日本木材保存協会の認定により長
期優良住宅や劣化対策等級3に対応。保証制度あ
り。木造住宅に限らず保育園や文化財でも実績多数

ー

無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・非暴露環境
下での持続性に優れ、再処理コストを抑える

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

エコボロンDIY
シロアリ、腐朽菌、その他木材害虫に対応。無色
透明で着色可能の水溶液。木材への浸透性に優
れ、表層を保護層にして劣化を予防。非接地・非
暴露環境では性能が長期持続

ー

無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・非暴露環境
下での持続性に優れ、再処理コストを抑える

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

エコボロンスプレー 300ml
エコボロンシリーズのスプレータイプ。木部の防腐・防
蟻・防虫剤として利用できるほか、畳・カーペット・ペット
の寝具などの雑菌対策にも。ホームクリーニングの仕
上げにもおすすめ

ー

無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・非暴露環境
下での持続性に優れ、再処理コストを抑える

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

エコパウダー BX
炭とホウ酸塩の相乗効果でシロアリ・腐朽菌から
木部を保護する。保証制度あり。安全性が高く、
防腐性・防蟻性は京都大学で実証済み。過酷な屋
外シロアリ試験で長期の防蟻性を確認

ー

無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・非暴露環境
下での持続性に優れ、再処理コストを抑える

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

エコパウダー BXホワイトタイプ
珪藻土とホウ酸塩の相乗効果でシロアリ・腐朽菌
から木部を保護する。保証制度あり。塗布後も墨
付けが見えるため、施工性に優れる。安全性が高
く、防腐性・防蟻性は京都大学で実証済み

ー

無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・非暴露環境
下での持続性に優れ、再処理コストを抑える

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

ボラケア
防蟻成分は天然鉱物のホウ酸塩で、食塩の半分程
度の毒性で安全性が高い。ニオイもほぼなく、人体
や環境に対する影響も少なく、取り扱いが簡単。水溶
性でスプレー塗布可能。日本木材保存協会認定品

塗布面積：25-75平米/ガロン

VOCがなく安全に全木材への施工が可能。有
効物質の揮発性はなく長期間効果を維持

要問合せ

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475
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調湿・消臭

防蟻アクアフォーム1液性ハンドタイプ
環境影響の少ないアセタミプリド系の防蟻剤を
配合した1液性防蟻フォーム。基礎内断熱の施
工に利用できる。床下エアコンを採用している工
務店の内基礎断熱の気密処理に適す

防虫剤がウレタンに保持されるので、防虫剤の
拡散・溶出がない。

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118

ボロンdeガード
グッドデザイン賞等を受賞したホウ酸防蟻防腐施工。
有機溶剤を使用しないので健康を害さず人と環境に優
しい。再処理不要で長期間効果が持続し、業界最長の
15年保証。長期優良住宅や既存住宅にも対応可能

ー

自然素材を使用したホウ酸処理は空気を汚さず、
人・環境に優しい。効果が持続しエコにもつながる

２５００円～/㎡（新築）、１万円/坪（既築）

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

ボレイトハウスキーパー
ホウ酸が含まれた手軽に使えるスプレー。衣服の
虫対策など色々な所に使用できる。調湿・消臭効果
もあるので、悪臭の元になる菌やカビの発生も抑
える。難燃効果もあり。ノベルティグッズとしても

ー

自然素材を使用したホウ酸処理は空気を汚さず、
人・環境に優しい。効果が持続しエコにもつながる

１２００円/本

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

N
ew

シロアリホウ酸水　BHK-1870
化学物質過敏症でも安心なホウ酸水溶液。DIY等の
木工事に使えることが大きな特長。優良木材保存材
認定を受けており、長期優良住宅にも対応。空気を汚
さず防蟻防腐効果が持続するので人・環境に優しい

ー

自然素材を使用したホウ酸処理は有機溶剤等
の添加剤は含まれていないので人にやさしい

２万７０００円/箱（19ℓ）

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

N
ew

ボレイトフィラー
日本唯一のホウ酸防蟻気密パテ。無機鉱物のホウ酸は
揮発、分解をしないため防蟻効果が長期間持続。工具
不要で水抜き穴、配管周り、セパレート金具に能率的な
作業が可能。全天候型なので屋内も屋外でも使用可

ー

VOC不使用で、人・環境に優しい。長期の保管が可
能で、最後まで使いきることができエコにつながる

３０００円/個（1kg）

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

ボレイトシール
グッドデザイン賞受賞のホウ酸防蟻気密シーリン
グ材。自然素材「ホウ酸」は揮発・分解しないため
防蟻効果が持続する。硬化しないため、剥離による
隙間が生じにくくシロアリ侵入経路を長期間遮断

ー

シロアリの侵入経路遮断を施すことで蟻害のリスクを
低減。効果が持続するので2度打ちする必要がない

１８００円/本

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

ノンケミアリダンクリスタル
防蟻効果がなくならないメンテナンスフリー工法。
薄く平らなクラッシュガラスを使用し、物理的にシロ
アリの侵入をブロック。ガラス素材のため、1つ1つ
の粒がすべって、動かせず、かじることもできない

物理防蟻粒材認定取得(日本木材保存協会)

薬剤不使用、環境負荷ゼロ。住宅全体の空気環境
をクリーンに保ち、安心で安全な住まい生活を実現

要問合せ

フクビ化学工業
Z（0800）919-2911

調湿消臭紙　「杉炭紙・さんたんし」
紙なのでハサミやカッターで切ることができ、簡
単に使用できる吸着機能紙。紙の原料に杉、ヒノ
キの木炭を混ぜ合わせ、接着剤を使わず作り、炭
の効果を生かした

ー

化学物質過敏症やシックハウス対策に使用で
き、空気を浄化し、手軽に快適な空間をつくる

９８００円（1.8ｍ×1、6枚入）

イシコー
Z0274-87-3330　X0274-87-3676
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床下調湿木炭「かいてき」
木質100パーセントのバージン木炭。調湿専用に
炭化して顆粒状木炭にし、通気性の良い不織布
に入れた。サイズ50㎝×50㎝（1坪16袋仕様）

ー

環境負荷対応炭化炉で品質管理をしながら製
造。間伐材や製品残材を使用

１万５０００円（16枚入）

イシコー
Z0274-87-3330　X0274-87-3676

健康炭
間伐材をブレンド。半永久的に調湿性能を維持
し、床下に敷くだけで結露、腐朽菌、人体に有害
な雑菌繁殖を抑制。不織布を使用し、開封せずに
そのまま利用可能。450㎜×450㎜

ー

針葉樹・広葉樹の間伐材を使用。床下環境を整
えることで、健康・快適な生活環境に繋がる

７０００円（4袋、送料込み）

エイム
Z048-224-8160　X048-224-8180

アクティブドライ（床下用調湿炭）
国産針葉樹炭。天然100％。敷き詰めなくても十分に効
果を発揮する。気孔が壊れにくいので調湿効果は半永
久的で、燃えにくい。建築廃材不使用。水に漬かった
場合も、袋表面の泥を除き天日干しすれば再び使える

ー

間伐材を使用。粘土鉱物で気孔内部をコー
ティング。床下で使用後、園芸等で再利用可能

１万５０００円／坪（送料込み）

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

床下調湿用竹炭「タケタン」
住まいの健康は床下の湿度環境がカギ。鹿児島
産・天然素材の竹炭は吸放湿量が高く、十分な調
湿効果が実現できる。特殊鋼板製基礎パッキン

「ダイカラット」との併用でさらに効果的

吸放湿量　115g/kg（繰り返し平均量）

原料は有害物質を含まない安全な自然素材を
使った竹炭

要問合せ

コボット　木材事業部
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

SKK竹炭シート
孟宗竹を高温で焼き上げた上質の竹炭を粒にして
効果を損ねないよう不織布に貼り合せたシート。竹
炭の調湿や消臭などが最大限に発揮できるように
最適な大きさに砕き、表面を遮らない加工を施した

ー

現代社会で問題になっている放置竹林の竹を有効
利用。自然素材を生かした人にも環境にも優しい商品

１６万６０００円/巻（1.05巾×100m巻×1
㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

CleanAir
ヒノキ・スギ等の葉から亜臨界抽出技術により抽
出した植物エキスとエッセンシャルオイルをブレ
ンド。100％自然由来のスプレー。消臭・除菌効果
に加え、防カビ・抗ウイルス効果も期待できる

990ppmのアンモニア（公衆トイレが4ppm）
が5分後に0ppmに

間伐材由来の葉を利用しており、使用後はほの
かにヒノキの香りがする。アルコールフリー

１８００円

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

ニュー
ノーマル 抗ウ

緑化・舗装
グリーンシェード 屋上タイプ

雨水を貯水して自然潅水する土壌ベース付の屋上緑
化システム。組み立てて置くだけの簡単施工なので屋
上改修時の一時移動も可能。１ユニットあたりの緑化
面積は４㎡。外壁に取り付けられる壁面タイプもある

ー

緑陰の遮熱効果による省エネと、ヒートアイラ
ンド現象の緩和につながる

１５万２８００円（植物は含まず）

四国化成工業
Z0120-212-459

リンクストーンＧ
空き瓶などの廃ガラスから作られたカレット（4
～ 6mm）を無黄変ウレタン樹脂で固めた、環境
にやさしい透水性舗装材。カラーは4色から選べ
る。エコマーク認定商品

ー

廃材の再利用により環境にやさしい

２万６０９０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459
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その他
マサドミックス 散水タイプ

真砂土をセメントで固める自然派舗装材。施工
厚30㎜で保水性に優れ、日光の照り返しを抑え
てヒートアイランド現象を緩和する

ー

保水性に優れ、日光の照り返しを抑えてヒート
アイランド現象を緩和する

９８５０円/㎡～（100㎡以上の材工価格、運
送費別）

四国化成工業
Z0120-212-459

ゴミ収集庫
クリーンストッカー CKH

奥行400㎜のコンパクト設計。スチール製。家庭
ごみの仮保管に適す。オプションの「錠セット」
を取り付けることで、荷物を保管する収納庫とし
て使用可能

耐用目安年数7年（メンテ部品5年）

扉操作の安全性に配慮したガスダンパーを左
右に搭載

６万５０００円（CKH-1004G、W1000×
H670×Ｄ400㎜）

ダイケン
Z06-6392-5321　X06-6397-8600

N
ew

スマートeチェンジ2
レジリエンス（防災）設備。災害の停電時に、自動
車（100V・1500W）の電源を住宅で使用できる。
すっきりとした見た目で安価。新築時に設置でき
る

100V/最大1500Wを使用可能

安価でエコノミー。停電時の不安を解消、安心
をサポート

10万円（室内配電システム6万円＋車輛接続
システム4万円、ブレーカー別売）

キムラ
Z048－666-0731　X048－611-6866

N
ew

ニュー
ノーマル

ウィンドポイント
羽根は天然のヤシの葉を使用しているので、ハ
ワイアンな印象を演出し本場のリゾート感を味わ
える。羽根の種類が30種類と豊富なので雰囲気
の違う空間にも調和する

消費電力35/42（50/60Hz・高速時）、モーター
保証10年（直径112～152㎝、重量11.3kg）

部屋の上下の温度差をなくせる。効率の良いエ
アコンの運転で省エネ効果も期待できる

１１万９６００円～１３万５２００円

ケイエスシー
Z026-829-9722　X026-827-6801

N
ew

スピットファイヤー
3枚羽根のシンプルなデザインが特徴で、羽根の大
きさは直径122㎝と152㎝から選択可能。カラーバリ
エーションも豊富でモーターカラーと羽根カラーそ
れぞれ8種類から、照明の有無とカラーも選択可

消費電力45/53（50/60Hz・高速時）、モーター
保証10年（直径122㎝ /152㎝、重量8.6kg）

部屋の上下の温度差を無くせる。効率の良い
エアコンの運転で省エネ効果も期待できる

１２万３５００円

ケイエスシー
Z026-829-9722　X026-827-6801

N
ew

Be0
「地球の汚れをゼロにする」をコンセプトに、簡単・
効果的に汚れをゼロの状態にする洗浄方法。外壁
の汚れやカビ、木部、コンクリート、床のヒールマー
クの汚れなどアフターメンテナンスに役立つ

ー

人体や環境に影響のない安心・安全な成分。汚
れだけを落とすので建物の素材を傷めない

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

N
ew

窓シャッター IoT
窓シャッター「マドモアシリーズ」が「HomeLink」
に対応。急な天候の変化に応じて外出先からの操
作や、料理中など手が離せないときにスマートス
ピーカーへのひと声で窓シャッターの操作が可能

ー

家電・住宅設備とも連携して一括操作が可能。
より快適・便利に過ごせるスマートホームを実現

要問合せ

三和シヤッター工業
Z03－3346－3011　

N
ew

改良6出なし
地盤改良工事で一般的に使用されるセメント系
固化材には発がん性物質の「6価クロム」が環境
基準を超えて溶出する可能性がある。土壌汚染
の不安を解消し、ワンランク上の安心を届ける

ー

菌を主成分とする優しいバイオの力で6価クロ
ムを無害な3価クロムに還元する

ドラム缶７万円（180ℓ）、一斗缶１万円（180ℓ）

初野建材工業
Z049-224-5131　X049-224-5209
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レブユニット
「住める・遊べる・商える」工場で組立・吊って移
動・連結・簡単設置ができ、特許取得済の木質軸
枠パネル工法でどんな仕様にも対応可能

ー

純国産杉を使い、調湿性、CO2固定を実現。森
林保全にもつながり、持続可能社会へ貢献

要問合せ

ビスダックジャパン
Z072-361-8880　X072-361-9318

カラー分別ごみ袋「ワケタイ」
素材別に6色の大きく印刷された半透明ゴミ袋。
内容が一目でわかり簡単仕分け

－

分別によって現場を綺麗に保つ

８０円/枚

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

防塵シート　マジキリン
施主が住みながらリフォームできるリフォーム用
間仕切り防塵カーテン。設置が簡単、反復使用可
能

－

コロナ対策で病院での実績あり

要問合せ

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

アクアハジクン
現場発泡ウレタン「アクアフォーム」シリーズと
同様に機械施工の吹付防水システム。超速硬化
で短工期、大面積の屋上や大規模修繕にも対応
可能

ー

原料は無触媒・無溶剤で高い環境性能を持つ

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118
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