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2011 年（平成 23 年）4 月 21 日
ジャーブネット

太陽光発電を標準装備 長期優良エコ住宅「Meguru-Sola」を1,000 万円台から
“安全安心住宅キャンペーン”家庭用燃料電池エネファームモニター募集、建築資金プレゼントも

日本最大のホームビルダーネットワーク「ジャーブネット」（主宰：株式会社アキュラホーム、代表取締役社長
宮沢俊哉、東京都新宿区）では、“安全安心住宅キャンペーン”（2011 年 4 月 23 日～7 月 31 日）を開催します。
期間中キャンペーン限定商品として、太陽光発電を標準装備した長期優良エコ住宅「Meguru-Sola」を 1,000 万円
台からのお求め易い価格にて販売します。
また、今回のキャンペーンは、ジャーブネットが立ち上げた「日本を元気にしようプロジェクト※別紙参照」の一環
として、これから住まいをお考えのお客様から、ご入居後のお客様を対象に、“安全安心な暮らし”をキーワードに
したセミナーを多数開催してまいります。
■何世代にもわたって安全安心が続く、長期優良エコ住宅「Meguru-Sola」
未曾有の大被害をもたらした東日本大震災により、あら
ためて住宅の安全性・安心性が問われています。
今回ジャーブネットでは、耐震性・耐久性はもちろん、停電の
時にも威力を発揮する太陽光発電システムを標準搭載した家
づくりを提案。1,000 万円台からというお求め易い価格を実現し
た「Meguru-Sola」を発売します。
この商品は住宅性能表示制度の耐震等級において長期優
良住宅の基準を上回る耐震性能と、昔から日本人が四季を
通じて培ってきた、自然とともに豊かに暮らす知恵(日射遮
蔽・日射熱利用・自然風利用)などのエコ機能を標準仕様と
した長く快適に住む為に必要な性能を備えた住まい「長期
優良エコ住宅 めぐる」に、停電時にも非常用電源として
大きな効果を発揮し、省エネ・創エネで住む人と地球に優
「Meguru-Sola」注文住宅例：本体価格 1,620 万円
（税込/2 階建て・4LDK/37 坪/太陽光発電 3.34kw の場合）
しい、太陽光発電システムを搭載した特別限定仕様です。
■家庭用燃料電池「エネファーム」のモニターを募集、さらに建築資金総額 1,000 万円プレゼント！
今回のキャンペーンでは、家庭用燃料電池「エネファーム」をモニター特典として抽選で 2 名様に提供※1。ガ
スを利用して、電気と温水を同時に作り出す注目のシステムを搭載し、光熱費削減を実現。加えて CO2 を削減し
て、地球環境にも貢献。さらに、太陽光発電と組み合わせることで、家計や環境にやさしく、安全安心な住まいを
実現するＷ発電＆Ｗ補助金対応住宅を応援するために建築資金 100 万円を 10 名様（総額 1,000 万円）に進呈し
ます※2。
その他、選べる 500 ポイント特別限定仕様（先着 500 棟、以後期間限定仕様の選べる 400 ポイント）でオープンキッチン、
まるごと断熱浴槽、浴室暖房換気乾燥機、床暖房など人気の豪華設備をポイント制で選べます。日本最大のホー
ムビルダーネットワーク「ジャーブネット」による大量一括仕入に加えて、期間を限定することで実現した、設備充
実の大変お得な企画となっています※3。
※1：エネファームモニター応募期間：2011 年 4 月 23 日～5 月 22 日。※2：総額１，０００万円プレゼント応募期間：2011 年 4 月 23 日～7 月
15 日、両キャンペーン共に応募はホームページから。※3：限定仕様の内容は会員により異なる場合があります。

■6 月は「ジャーブネット住まいづくり月間！お客様にあわせた建築計画をご提案
ジャーブネットでは、6 月を住まいづくり月間とし、「地震に備える暮らし方セミナー」や「構造・完成現場見学会」
「土地相談、資金相談セミナー」などこれから住まいをお考えの皆様に役立つセミナーを多数開催予定です。

＜報道関係からのお問い合わせ先＞ 株式会社アキュラホーム 広報課 堀越・長谷川・若林 TEL：03-6302-5010
＜お客様からのお問い合わせ先＞ ジャーブネット事務局 TEL：0120-017-298
●写真データは右記 URL よりダウンロードすることができます。 URL：http://www.aqura.co.jp/news.html

■ホームビルダーネットワーク「ジャーブネット」
アキュラホームと日本最大のホームビルダーネットワーク「ジャーブネット」は、常に高い技術力を共
有しながらネットワークの質的向上を図り、匠の心と総合力で地域密着のホームビルダーとして、伝統的
な木造軸組工法に先進技術を融合し、地域の気候風土に合った家づくりを適正価格でおこなってきまし
た。
例えば、環境に優しい次世代省エネ住宅や太陽光発電住宅、オール電化住宅など高性能住宅の開発・販
売など。これらの住宅は、以前は高い技術力を持つといわれる大手住宅メーカーによる、一部の消費者の
ための高額なものと言われていました。しかし、アキュラホームはジャーブネットとともに、1,000 万円
台からというお求め易い価格帯で提供することで、これら高性能住宅の普及促進に貢献してきました。
さらに長期優良住宅についても、法施行に先駆け、2008 年 3 月に長期優良住宅の普及実現を目指し、
「200 年住宅推進プロジェクト」を発足。いち早く、全国の会員に対して長期優良住宅への理解を深める
ことを目的としたセミナーを開催するとともに、2008 年 4 月より国の認定要件を高水準でクリアした長
期優良住宅「住み継ぐ家“めぐる”
」を全国で販売。住宅の長寿命化により、住宅の建て替えに伴う産業
廃棄物の減少による環境負荷低減に努め、家づくりを通して地球環境保護にも取り組んでいます。

■「日本を元気にしようプロジェクト」
「日本を元気にしようプロジェクト」は、東日本大震災被災地の復興を実現させるためにジャーブネッ
ト全国 450 社の会員工務店がお互いの絆によってより強く結束し、支援を行っていくことを目的としてい
ます。
ジャーブネット事務局では 3 月 11 日の震災発生後直ちに、主宰の宮沢を中心とした「東日本大震災復
興支援プロジェクト」を立ち上げ、発生から 5 日後には被災地の会員工務店の安否確認や物資・救援を目
的とした、現地での支援を行っております。また復興支援隊が持ち帰った情報を即座に分析し現地の被災
状況や、会員工務店の復興への取り組みを伝える「被災地支援勉強会」を開催。またジャーブネット会員
を対象とした「ジャーブネット復興義援金」を開設。義援金として 426 万円を集め、被災した会員の事業
再開のために役立てます。
被災地でがんばっている工務店のためにも、これまでの緊急支援体制から本格的な事業再生、復興に向
けてジャーブネットが一致団結し、さらなる地域密着、地元中心の支援を行う決意も新たに「日本を元気
にしようプロジェクト」と名付けました。

＜キャンペーン実施一覧＞
【ジャーブネット】
社名

住所

三井国土開発㈱

北海道室蘭市八丁平 4-17-10

㈱千田工務店

岩手県北上市常盤台 4-10-78

㈱花坂ハウス工業

宮城県東松島市小野字中央 5-5

光建設㈱

福島県本宮市本宮字戸崎 7-1

塚本産業㈱

栃木県真岡市荒町 57-18

㈱浦野建設

群馬県高崎市我峰町 50-2
展示場

群馬県高崎市下小鳥町 214-3

㈱山里建設

群馬県高崎市下中居町 381

ぐん.せい建商㈱

群馬県北群馬郡榛東村広馬場 2207-1
展示場

群馬県高崎市中泉町 640-9

シンフォニック㈱

群馬県前橋市上増田町 284-6

㈱アネスト

千葉県香取市分郷 30

㈱カミングホーム

千葉県船橋市北本町 1-7-8

㈱新葉ホーム

千葉県君津市西坂田 3-1-10

平林建設㈱

千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1

㈱リバティホーム

東京都江戸川区西小岩 3-21-30

㈱五十嵐惣一工務店

東京都調布市緑ｹ丘 1-36-26

㈱小林建設

東京都東大和市仲原 4-32-8

㈱コラム建設

神奈川県秦野市鈴張町 1-34

佐藤工業㈱

山梨県甲斐市西八幡 3760-1

千曲建設工業㈱

長野県上田市諏訪形 973-1

㈱中日ホーム

岐阜県多治見市大畑町大洞 2-1

長尾建設㈱

岐阜県中津川市中津川 2564-442

㈱オカザキホーム

愛知県岡崎市大樹寺 1 丁目 5-20
愛知県豊田市下市場町 6-70-1
展示場

愛知県岡崎市昭和町観音 63-1
愛知県東海市荒尾町大城 32
愛知県知立市弘法町弘法下 35-2

㈱カトゥールビルド

愛知県名古屋市瑞穂区前田町 2-12-2 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｵｸﾀﾞ 1F
展示場

三重県四日市市伊坂台 2-265

㈱鈴木工務店

愛知県津島市古川町 2-48

ユートピア建設㈱

愛知県岡崎市大門 5-2

都築建設工業㈱

愛知県高浜市二池町 5-5-7

森大建地産

三重県伊賀市猿野 1238

㈲青谷建築工房

滋賀県高島市マキノ町牧野 480

㈱永博

大阪府大阪市北区黒崎町 3-7

田原建設㈱

大阪府枚方市南楠葉 1-14-14

バァーナホーム

大阪府高槻市梶原 6-10-5

㈲結城建設

兵庫県赤穂市山手町 7-7

㈱前昌建設

奈良県北葛城郡広陵町馬見北 5-16-10

A（エー）ホーム

和歌山県紀の川市久留壁 180

㈱アート建工

鳥取県境港市福定町 671-1
展示場

㈲大廣建設

鳥取県境港市夕日ヶ丘 2-3
島根県松江市東津田町 1813-4

展示場

島根県松江市浜乃木 6-31-18

トヨキタホーム

広島県東広島市河内町中河内 643-1

ラッフルズホーム㈱

徳島県徳島市仲之町 3-38-1

㈱ロータリーハウス

香川県高松市多肥下町 1593-9
展示場

山元建設㈱

香川県高松市春日町 404-1
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町 1-4

展示場
㈱クレセントホーム

福岡県遠賀郡芦屋町幸町 2-31
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 1307-10

展示場

佐賀県佐賀市鍋島町大字森田 400-1
佐賀県三養基郡上峰町大字防所 250-8

㈱共栄

佐賀県伊万里市山代町楠久津 177-28

㈱秀建工業

沖縄県島尻郡南風原町宮平 342-4

【アキュラホーム】
展示場
熊谷営業所
新熊谷営業所
本庄営業所
東松山営業所
川越営業所
志木営業所
所沢若狭営業所
鶴ヶ島営業所
上尾営業所
カタクラ営業所
宮原営業所
与野営業所
川口営業所
春日部営業所
草加営業所
新越谷営業所 4 月 29 日 OPEN 予定
新座営業所
瀬田営業所
武蔵野営業所
練馬営業所
立川営業所
八王子営業所
相模原営業所
横浜町田営業所
横浜北営業所
平沼営業所
大船営業所
藤沢営業所 4 月 29 日 OPEN 予定
幕張営業所
松戸営業所
松戸二十世紀営業所
市川営業所
三郷営業所
我孫子営業所
つくば営業所
浜松営業所
豊橋営業所 4 月 29 日 OPEN 予定
名古屋営業所
蟹江営業所
神宮東営業所 4 月 29 日 OPEN 予定
難波営業所
千里営業所
花博営業所
伊丹営業所
明石営業所
加古川営業所
姫路営業所
神戸営業所 7 月 2 日 OPEN 予定
広島営業所
福山営業所
福山北営業所

住所
埼玉県熊谷市石原 369-1（熊谷ハウジングステージ内）
埼玉県熊谷市佐谷田西河内 200（新熊谷ハウジングセンタ-内）
埼玉県本庄市朝日町 2-19-8（本庄ハウジングステージ内）
埼玉県東松山市松葉町 4-3-15（TBS ハウジング内）
埼玉県川越市東田町 4（川越住宅公園内）
埼玉県朝霞市三原 3-33-23（ハウジングメッセ志木住宅公園内）
埼玉県所沢市若狭 3-2352-1（所沢ハウジングステージ内）
埼玉県鶴ヶ島市脚折 1513-7（鶴ヶ島住宅公園内）
埼玉県上尾市緑丘 3-4-27（上尾ハウジングステージ南会場内）
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-264-1（さいたま新都心カタクラ住宅展示場内）
埼玉県さいたま市北区植竹町 1-816-1（大宮北ハウジングステージ内）
埼玉県さいたま市中央区本町西 5-111（さいたまハウジングパーク内）
埼玉県鳩ヶ谷市坂下町 1-5-8（川口・鳩ヶ谷住宅公園内）
埼玉県春日部市谷原 2-2-6（春日部住宅展示場内）
埼玉県草加市瀬崎町 481（ＴＢＳハウジング草加住宅展示場内）
埼玉県越谷市登戸町 40-34（ＴＢＳハウジング新越谷会場内）
埼玉県新座市畑中 3-9-10（新座・朝霞ハウジングステージ内）
東京都世田谷区瀬田 5-20 （ハウジングプラザ瀬田内）
東京都武蔵野市西久保 3-1-25（武蔵野ハウジング・スクエア内）
東京都練馬区谷原 5-28-30（練馬 IC ハウジングギャラリー内）
東京都立川市泉町 935-1（ハウジングワールド立川内）
東京都八王子市大谷町 234（ＡＢＣハウジング八王子住宅公園内）
神奈川県相模原市中央区向陽町 1-17(相模原住宅公園内)
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町 1-6（ＡＢＣハウジング横浜町田住宅公園内）
神奈川県横浜市都筑区中川 1-4-1（ハウスクエア横浜内）
神奈川県横浜市西区西平沼町 6-1（tvk ハウジングプラザ横浜内）
神奈川県鎌倉市岩瀬 1340（ｔｖｋハウジングプラザ大船内）
神奈川県藤沢市辻堂新町 4-2（tvk ハウジングﾌﾟﾗｻﾞ藤沢内）
千葉県千葉市花見川区幕張町 5-417-7（幕張ハウジングパーク内）
千葉県松戸市八ヶ崎 825-1(ハウジングプラザ松戸内)
千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町 130（松戸・二十世紀が丘住宅公園内）
千葉県市川市鬼高 1-1-2（ＡＢＣハウジング市川住宅公園内）
埼玉県三郷市天神 2-92（三郷ハウジングステージ内）
千葉県我孫子市つくし野 4-80-1(我孫子住宅公園内)
茨城県つくば市研究学園Ａ-55 街区（つくばハウジングパーク内）
静岡県浜松市南区青屋町 400（SBS マイホ-ムセンタ-浜松内）
愛知県豊川市篠束町仲堀 65-1（豊橋中日ハウジングセンター内）
愛知県名古屋市北区猿投町 2（黒川東中日ハウジングセンター内）
愛知県海部郡蟹江町北新田 1-60（ＣＢＣハウジング蟹江インター住まいの公園内）
愛知県名古屋市熱田区三本松町 25-1（神宮東中日ハウジングセンター内）
大阪府大阪市浪速区敷津東 1-1-1（なんば住宅博内）
大阪府吹田市千里万博公園 1-7（ABC ハウジング千里住宅公園内）
大阪府大阪市鶴見区焼野 1 丁目南 5(花博記念公園ハウジングガーデン内)
兵庫県伊丹市奥畑 4-33（ABC ハウジング伊丹・昆陽の里住宅公園内）
兵庫県明石市大蔵海岸通 1-2-3（ABC ハウジング明石海岸通住宅公園内）
兵庫県加古川市尾上町今福 49-1（神戸新聞ハウジングセンター内）
兵庫県姫路市書写 634 番 13(ABC ハウジング姫路・書写住宅公園内）
兵庫県神戸市東灘区本庄町 3-2-14（ABC ハウジングコレクション神戸東内）
広島県広島市安佐南区伴南 5-38-12（こころ住宅展示場内）
広島県福山市引野町 4-3-20
福山市駅家町大字上山守 450-56（サンタウン駅家内）

