
プランニング・お見積もり等はご契約の如何にかかわらず無料です。

ぜひ初回お打ち合わせのお時間お取り下さいます様お願い致します。
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へいへいほうについて

この情報誌は、これから住宅を考えている

お客様、現在打ち合わせ中のお客様、

OB客様（すでに当社で住宅を建てられた方）、

スタッフ（協力業者様、メーカー様）、

社員に送付させていただいております。

建物躯体とエネルギー設備機器をセットとして捉え、トータルとしての
省エネルギー性能の優れた住宅を表彰し、さらなる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することを目指した、
表彰制度です。
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第 回

ゆったりと寛げる浴室です。
キッチンスペースにはシステムキッ

チンとお揃いのおしゃれな食器棚。

玄関の右手には、使いやすそうな収

納棚が設置されていました。

2F 洋室は、おしゃれなカーテンも

付き、とても優しいイメージです。

ゆったりとした玄関ポーチです。御

勝手口の外玄関もあります。

玄関を少し入ると便利な上着かけが

あります。

美しい階段を上がり、二階に向

かいます。

バルコニーからは山々の風景とす

ぐ前を走るJR の風景が広がります。

洋室の奥にあるWIC。広くて収納十分

です。

キッチンはすっきりとした色合いで

すごく引きたちます。

●年間光熱費電　13万円～ 15 万円●年間光熱費電　13万円～ 15 万円

誌上見学会リポート
Report 2020　vol.3Report 2020　vol.3

3

とても日当たりのよい広々としたリ

ビングスペース。

玄関ホールの左右には手すりもある

ので安心、安全です。

断　　　     熱　平成25年省エネ基準北海道地域 (地域区分1) 対応　
　　　　　　　  UA 値＝0.43W/㎡Ｋ

■床面積　１Ｆ  13.5 坪　２Ｆ　12.5 坪　ポーチ坪
　バルコニーポーチ　2.5 坪　計　28.5 坪

地鎮祭開催のご報告▲

4/19 中谷様邸

「森の澄み切った空気に包まれた中、厳粛に神

事が取り行われました。」

5/6 佐藤様邸

「心地よい　5 月の雨上がりの日、厳粛に神事が

取り行われました。」

から耳寄り情報‼
5Kw超えの太陽光発電が無料で搭載できます。さらに 60万円の補助金が出ます。

例えば今、あなたが税込 2,000 万円で新築住宅を計画したとします。そこに 5KW 超えの太陽光
発電を無料で搭載すると、ZEHの補助金 60万円の対象となります。
つまり、太陽光発電を搭載することにより 2,000 万円の計画が 1,940 万円で実現します。
　詳しくはお問い合わせください。

■コンパクトな使い勝手、優れもの住宅！！

● 諏訪市での見学会の模様を御報告致します。6月26日（金）
コロナのお見舞い

皆様、コロナ禍の中、大変な毎日をお過ごしのことと存じます。どうしたら良いか
という、決定的な解決策のない中、不安になるのは私だけではないと思います。
こんな時は、目的地に目線を定めるより、足元を見ながら歩く方が少し楽なの
でしょうか。皆で頑張って、何とか乗り切りましょう。
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第 回

階段下の便利な収納スペースです。
キッチンスペースのなんとおしゃ

れなこと。

１F リビングは広々としてとても

心地良い空間となっています。

2F 洋室も美しい床材とシャープさ

を感じさせるお部屋作りとなって

います。

シャープな外観でとてもお洒落で

す。隣接するガレージも大変立派

です。

シャープさの中に温かみも感じる

LDK。

室内干し　ランドリースペースで

す。

とても広いガレージです。開け閉

めは電動シャッターとなっていま

す。

2Fトイレの手洗いも贅沢な作りです。

システムキッチンもこの家にふさわ

しく素敵です。

●年間光熱費　　　買電 12.5 万～ 14.5 万　

　　　　　　　 　  売電 14.7 万～ 15.7 万

●年間光熱費　　　買電 12.5 万～ 14.5 万　

　　　　　　　 　  売電 14.7 万～ 15.7 万

●諏訪市での見学会の模様を御報告致します。

3月7日（土）8日（日）

見学会リポート

Report 2020 　vol.1Report 2020 　vol.1

1

まさにくつろぎのひととき。1F 浴室

です。

玄関右側にはとても便利なシューク

ロクスペース。

※CO2排出量は、CO2排出係数＝0.456 を使用

※

■床面積　1Ｆ：18.13 坪　2Ｆ：16.75 坪　ガレージ：13坪　
バルコニー：0.75坪  ポーチ：1.13坪　計49.76 坪

断　　　     熱　平成25年省エネ基準　北海道地域
　　　　　　　 ( 地域区分1) 対応　UA値＝0.39W/㎡Ｋ
耐  震  性  能　耐震等級Ⅲ（損傷の基準）に対し1.35倍仕様
太 陽 光 発 電　5.55Kw搭載
年間CO2排出　マイナス500Ｋg-CO2/ 年～ 400Ｋg-CO2/ 年

■ガレージ付き住宅
■ガルバリュウム鋼板　シャープな外観
■オールトリプル　サッシ
■室内干し　ランドリースペース
■ＨＲリ湯ース（ふろの残り湯を洗濯機に）
■ZEH（ゼロエネルギーハウス）補助金利用住宅

特
長

第 回

食器棚はシステムキッチンとお揃

いでとても美しいです。
開放感が抜群の高い天井。

扉と和風のカーテンの向こう側には

広々としたシュークロークが広がり

ます。

旧住宅の床の間材を再利用しまし

た。

とても広く豪華な玄関ポーチ。 1F圧倒的なスペースのリビング。

広く堂々とした和室です。とて

も落ち着く部屋です。
眺めの良いバルコニー。

柔らかな光も差し込む、ゆったりと過

ごせる 2F洋室。

壁掛けタイプのTV なので、TV 周り

はすっきりとしています。

●年間光熱費　14.5 万円～ 17.0 万円●年間光熱費　14.5 万円～ 17.0 万円

●諏訪市での見学会の模様を御報告致します。

6月20日（土）

見学会リポート

Report 2020　vol.2Report 2020　vol.2

2

システムキッチンはきれいな白色を

選択。清潔感があふれています。

玄関ホールも広々です。旧住宅の思

い出の柱を利用した、こだわりの玄

関ホールです。

■床面積　1Ｆ  22.66 坪　２Ｆ  18.27 坪　
バルコニー  1.51 坪　ポーチ  2.00 坪　合計　44.44 坪

断　　　     熱　平成25年省エネ基準北海道地域 (地域区分1) 対応　
　　　　　　　  UA 値＝0.36W/㎡Ｋ
耐  震  性  能　耐震等級Ⅲ（損傷の基準）に対し1.34倍仕様　
年間CO2排出　3,500Kg-CO2/ 年～ 3,900Kg-CO2/ 年以下

■樹脂サッシ、オールトリプルガラス、オール電化、全館冷暖房、
高い天井、広い玄関ポーチ、旧住宅より大黒柱・床の間材を再利
用、次世代住宅ポイント利用住宅、「落ち着いたスーパー省エネ住
宅」  夏の涼しさ体感 !!

CO2 排出量は、CO2排出係数＝0.458 を使用

特長

山路を登りながら


	表1・表4
	1P4P
	2P3P

