
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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高気密・高断熱の家

株式会社

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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令和3年年頭のご挨拶令和3年年頭のご挨拶

　皆様　新年あけましておめでとうございます。昨

年は、なんといってもコロナ禍の中、すべての方が

大変な日常を送られた事と思います。当社も同様に

大変な毎日を過ごしてきました。

　こんな状況の中で「家を建てようと考える方が、

果たしていらっしゃるのか？」という不安な気持ち

にもなります。しかし、コロナ禍といえ、暮らしを

ストップするわけにもいきません。

「家を建てるぞ」という強い意志は、コロナ禍でも

簡単にくじけるものではないのですね。そういった

方たちの選択肢の一つとして、「本当に暖かく、涼

しく、光熱費がかからない住宅」を、提案、提供し

ていくのは　当社の使命である、と考えています。

　頑張ろうにも頑張りようのない、飲食、観光に従

事する方々、頑張っても頑張っても、出口の見えな

い医療従事者の方々のご苦労を察すると、胸が詰ま

ります。

当社にできることは、ただ一つ、感染防止に努力し

つつ、「本物の快適、省エネ住宅を提供すること」

につきます。変わらぬご愛顧のほどお願いいたしま

す。

　本年が皆様に（当社にも）明るい年になりますよ

うに。

　　ホームライト株式会社  代表取締役　小川 新作

第 回

1F 和室。収納スペースもたっぷり

に作られています。

システムキッチンとお揃いの食器

棚。奥には大きなホームライトオリ

ジナルの冷温庫。

玄関を入ってすぐの場所に手洗い

を設置。奥はシュークロークスペ

ース。

2F 主寝室。明るい陽光もおとずれ、

寛ぎのひとときを過ごせます。

美しい外観にふさわしく、玄関ポ

ーチもお洒落でまた堂々と立派で

す。

広々とした、1FLDK。家族でゆっくり

と過ごせる、団欒スペースです。

ゆったりとしたバス、機能性に優れ

た 1F浴室です。
見晴らしの良いバルコニー。主寝室の奥には広いWIC。

美しいシステムキッチン。

●岡谷市での見学会の模様を御報告致します。

12月12日（土）13日（日）

見学会リポート

Report 2020 　vol.5Report 2020 　vol.5

5

冷温庫にはたっぷりの保存食品を入

れることができます。

玄関ホールは、機能的に作られ、ゆっ

たり感があります。

※CO2排出量は、CO2排出係数＝0.456 を使用

※

■床面積　床面積　１Ｆ 14.65 坪　２Ｆ　14.02 坪　
バルコニー　1.62坪　ポーチ1.48坪　計　31.77 坪

断　　　     熱　UA値＝0.44W/㎡Ｋ
耐  震  性  能　耐震等級Ⅲ（損傷の基準）に対し1.48倍仕様
買  　　　電　11万円～13.5 万円
太 陽 光 発 電　5.68Kw搭載
年間CO2排出　▲50Ｋg-CO2/ 年～▲100Ｋg-CO2/ 年

■２Ｆに浴室、脱衣
■コンパクトなのに、広々感を実現
■凍結防止帯　1本もなし
■オール電化
■ＨＲリ湯ース（ふろの残り湯を洗濯機に）
■冷温庫（外の冷気を利用した野菜庫）
■ＨＲ　ｼｪｲﾄﾞ、ﾌｨﾙﾑ、ｽｸﾘｰﾝ（夏季の日射遮蔽）
■ZEH（ゼロエネルギーハウス）補助金利用住宅

特
長

完成見学会開催のご案内完成見学会開催のご案内

《開催日》1月23日（土）24日（日）《場　所》諏訪市豊田

仕様
性能

■床面積　１Ｆ 17.47 坪　２Ｆ　17.03 坪　
　吹き抜け1.0 坪　ポーチ0.69坪　計　36.19 坪

断　　　     熱　UA値＝0.32W/㎡Ｋ
耐  震  性  能   耐震等級Ⅲ（損傷の基準）に対し1.59倍仕様　
年間光熱費予測　買電10万円～12.5 万円
太 陽 光 発 電 　5.68Kw搭載
年間CO2排出　▲50Kg-CO2/ 年～▲250KgCO2/ 年

am10:00〜pm5:00

※CO2 排出量は、CO2排出係数＝0.476 を使用

ローソン様ローソン様

至有賀峠

保

宮川宮川

豊田小川
サンロード様サンロード様

鴨池川鴨池川

文出

デリシア様デリシア様

UK様UK様
現地案内図
諏訪市豊田

文出保育園文出保育園

■充填断熱+外断熱　■オールトリプル樹脂サッシ
■凍結防止帯　1本もなし　■オール電化
■小上がりタタミコーナー　■ＨＲリ湯ース（風呂残り湯を洗濯機に）
■冷温庫（外の冷気を利用した野菜庫）　■ＨＲ　ｼｪｲﾄﾞ、ﾌｨﾙﾑ、ｽｸﾘｰﾝ（夏季の日射遮蔽）

特
長

ZEH補助金（60万円）使用住宅。
「新型コロナ感染対策として、お客様には、検温・手指消毒・マスクの着用をお願いして
おります。どうかご理解いただき、ご協力していただけますようお願い致します。」
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第 回

開放的な吹き抜けにファンが廻り

ます。

こちらも豪華な浴室。スペースもゆ

ったりです。

１F リビングは周りの腰をかけれ

るようになっていて、とてもよく

考えられています。

2F 圧倒的に美しい空間です。まる

で美術館のギャラリーのようです。

建物の左横には広々としたガレー

ジが設置されています。

リビングからキッチンスペースと吹

き抜け階段を見渡します。

明るい陽光の中、吹き抜け階段をニ

カに上がります。

明るい子供部屋。気持ちの良い空

間です。

2F とても広々ゆったりの主寝室。お

洒落な手洗いも設置されていました。

この家にぴったりの素敵なキッチン

が完成しました。

●茅野市での誌上見学会の模様を御報告致します。

11月22日（日）

誌上見学会リポート

Report 2020 　vol.4Report 2020 　vol.4

4

ガレージからの入り口の設けられた

手洗いスペース。すごくお洒落です。

お洒落で堂々とした玄関ポーチで

す。

※CO2排出量は、CO2排出係数＝0.456 を使用

※

■床面積　１Ｆ 20.04 坪　２Ｆ　18.79 坪　ポーチ0.88坪　　
バルコニー　1.73坪　計　41.44 坪

断　　　     熱　UA 値＝0.44W/ ㎡Ｋ
耐  震  性  能　耐震等級Ⅲ（損傷の基準）に対し1.33 倍仕様
買  　　　電　13.8 万円～ 14.8 万円
太 陽 光 発 電　6.66Kw搭載
年間CO2排出　▲630Ｋg-CO2/ 年～▲254Ｋg-CO2/ 年

■広いＬＤＫ　20畳　
■キッチンから脱衣、浴室へ　効率的動線
■オリジナルHRシｼｪｲﾄﾞ、ﾌｨﾙﾑ、ｽｸﾘｰﾝ（夏季の日射遮蔽）
■冷温庫（外の冷気を利用した野菜庫）
■ZEH（ゼロエネルギーハウス）補助金利用住宅

特
長

地鎮祭開催のご報告

▲

8/27
（木）

宅老所いぶき様邸

「残暑の中、快晴に恵まれ　神事が厳かに取り行わ

れました。」

11/24
（水）

矢島様邸

「冬まじか、小春日和の中、神事が厳かに取り行わ

れました。」

12/4
（金）

中山様邸

「森のマイナスイオンを浴びて、神事が厳かに取り

行われました。」

編集後記

　新型コロナの勢いは収束するどころか、形を変えま

すますその勢いを増しているように思われます。

　地球の誕生は 46 億年前、DNA 生物の誕生は 38 億年

前。それまでは RNAの世界と考えられています。

　ウィルスは RNA を遺伝情報としているものが数多く

あるそうです。また、人類の誕生は 20 万年前、ネズ

ミの誕生は 6000 万年前。少なくともその頃からウィ

ルスは動物に寄生していたと言われています。そんな

ことを考えるとウィルスってこの地球上では私たちよ

りはるかに先輩になる、厄介な存在なのかもしれませ

んね。この辺りのところはあくまでも仮説も多く、解

明されていないところも多いらしいので、戦国時代な

ど歴史好きの方は調べてみて下さい。

　

　さて「へいへいほう」ですが、昨年は新型コロナの

影響や、諸般の事情であまり発行できず、OB 様等から

ご心配等の声をいただきましたが、本年からは 1 月、

4 月、7 月、10 月と季節に一度定期的に発行して参り

たいと思います。ホームライトも社内体制を再編成し、

（その辺りは次号でご紹介します）新たな気持ちでがん

ばって参りますので今後ともこの「へいへいほう」と

ともに何卒よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　（へいへいほう編集長　山田）

8/23
（日）

小林様邸

「晴天の中、神事が厳かに取り行われました。」
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