2011 年 8 月 25 日
株式会社アキュラホーム

太陽光とガスの W 発電に蓄電システムを標準装備した
エネルギーの自給自足を目指す住宅が期間限定・低価格で登場

長期優良エコ住宅『めぐる ecoＷ』１670 万円から発売
～発売を記念して太陽光発電＆蓄電システム 総額 1０００万円相当が当たるキャンペーンを開催～

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)は、9 月 9 日より、太陽光とガスのダブル発電
に蓄電システムを搭載した長期優良エコ住宅『めぐる ecoＷ
（エコダブル）』を発売いたします。
震 災 以 降 、電 力 不 足 による節 電 ・停 電 対 策 の一 環 とし
て、太 陽 光 やガス発 電 などの創 エネや蓄 電 池 への関
心 が高 まっています。さらに国・自治体の補助金制度の拡
充や環境意識への高まりが更なる後押しになり、エネルギー
の自給自足を目指す住宅の需要は益々高まっています。
『めぐる ecoＷ』は、太陽光とガス（エコウィル※1）のダブルで発電することによって、晴天の昼間には太陽光とガスによ
り発電された電力を使用しながら、太陽光発電による余剰電力を売電。夜間や雨天の日もガスで発電できるので太
陽光発電のみよりも効率的に電気代を削減することが可能。一般家庭の光熱費の年間使用料を約 66％カットできま
す。また、一般家庭が排出する CO2 量も年間約 900 ㎏削減できます。

(注 2 頁目で解説)

ダブル発電に加え、蓄電システム(2.07kWh)を組み合わせることで、万一の停電時には自動的に供給電力を蓄電池
に切り替え、予め設定しておいた家電製品を継続して使用することができます。
※1 エコウィルはガスで発電すると同時に熱を発生し、給湯・追い炊き・暖房に使用できます。1kW 発電する際、2.5kW の熱ができます。

■蓄電池(2.07ＫＷｈ、1500Ｗ)の使用電気量目安は、下記の電気製品を組み合わせて約 3 時間の利用が可

＜ 商品概要 ＞
商品名
： 長期優良エコ住宅「めぐる ecoＷ」
販売期間
： 2011 年 9 月 9 日（金）～12 月 18 日（日）
本体価格
： 1670 万円～（税込 99.36 ㎡～）
構造
： 自由設計木造注文住宅
搭載仕様
： 太陽光発電システム（3.34kW～）、ガス発電「エコウィル」、蓄電システム（2.07kW）、温水式床暖房搭載
バリューアップオプション ： ＨＥＭＳ※2、制震システム、ＬＥＤ保安灯、蓄熱暖房、通風シャッター等
※2 Home Energy Management System の略。家庭用のエネルギー管理システム。

性能は国が定める住宅性能表示制度において主要 7 項目（耐震等級・耐風等級・省エネルギー等級・劣化対策等級など）で最高等級
に対応する他、日本の伝統的な住まいを手本に、自然とともに豊かに暮らすエコ機能 (日射遮蔽・日射熱利用・自然風利用など)を備え
ています。

＜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・若林 Email： horikosi@aqura.co.jp
TEL:03-6302-5010 （直通） FAX:03-5909-5560
住所： 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 34F
写真データは右記よりダウンロードすることができます http://www.aqura.co.jp/news.html

◇ ジャーブネットは一普及型創エネ・蓄エネ住宅を目指しています
現在、住宅各社では創エネ・蓄エネシステムを搭載した住宅の
研究･販売を進めていますが、ジャーブネットでは一般家庭で普
及できるよう、より低価格で実用的な自立型住宅を目指してい
ます。太陽光発電などの資材も、同ネットワークのスケールメリ
ットを活かし、特別な共同仕入れ価格を実現いたしました。
「めぐる ecoＷ」は期間中に 500 棟の販売を目標としています。
更に先着 500 棟には、特別限定仕様として電力使用量を可視
化できるＨＥＭＳや制震システム、蓄熱暖房などの中から無償
でお選びいただけます。

◇ メリットその１

光熱費大幅削減

※ 1 頁目の注の解説

ダブル発電により、晴れた昼間は太陽光とガス（エコウィル）で
発電した電力を使用しながら、太陽光発電による余剰電力を売
電。また、夜間や雨天時はガスで発電した電力によって購入電
力量を抑えることができます。一般家庭の光熱費（年間約
241,000 円）のうち約 161,000 円ダウン、66％も削減できます。
◇ メリットその２

ＣＯ２削減

一般家庭が排出するＣＯ２量を年間 900ｋｇ削減します。
同量は 2000 ㎡のブナ林の年間消費量に当たります。
※数値はいずれも東京ガス試算 試算条件：次世代賞エネ基準の 1
戸建て住宅、延床面積 150 ㎡、4 人家族を想定／年間負荷：給湯
15.4GJ、風呂保温 1.7GJ、調理 2.2GJ、冷房 2.2GJ、床暖房 8.8GJ、エ
アコン暖房 6.2GJ、照明他 16.8GJ／電力契約：40A ガス料金は東京
ガス（東京地区等）、電気料金は東京電力の平成 22 年 10 月時点での
単位料金（原則費調整および燃料費調整、消費税を含む）。※太陽光
発電 4kWh。計算は条件によって異なります。売電による収入・エコキ
ャッシュ分を反映しています。

めぐる ecoＷ 発売記念 「日本を元気にしよう！エコ住宅キャンペーン」を開催
太陽光＆蓄電システム無料モニター 7 名募集（総額 1000 万円相当）
期間中にご契約されたお客様の中から抽選で7名様に、太陽光発電と蓄電システムを無償で提供いたします。
＜実施概要＞
■実施期間 ： 2011 年 9 月 9 日(金)～2011 年 11 月 6 日（日）
第 1 回締切 2011 年 10 月 10 日(月･祝) 第 2 回締切 2011 年 11 月 6 日（日）
■結果発表 ： 専用ホームページにてご報告。当選者へは事務局より直接ご連絡いたします。
■応募資格 ： モニター調査(1 年間の電気・ガス・水道料金の月額報告)ならびに完成現場見学会実施にご協力いただける方
■応募方法 ： 期間中にお申し込みいただき、当選の上、注文住宅をご契約いただける方

ジ ャ ー ブ ネ ッ ト （ JAHBnet） 概 要
地域ビルダー・工務店 400 社による日本最大のホームビルダーネットワーク。お客様が末永く幸せに暮らせるよう、地域に密着した
「永代家守り」を行い、永代続く工務店を目指している。94 年にアキュラホームが開発した独自の住宅建設合理化ノウハウを体系化
した「アキュラシステム」は、2,500 社以上の全国の工務店に導入され、98 年に（財）日本住宅・木材技術センター「木造住宅供給支
援システム」に認定。その仕組みをもって工務店組織「アキュラネット」（現・ジャーブネット）を設立。組織のスケールメリットを活用し、
高品質・低価格の住宅を全国展開。ジャーブネットの活動は、経済産業省「次世代省エネ住宅普及ビジネスモデル」の参考にもなっ
た。1998 年のジャーブネット設立以来、累計販売棟数は 87,000 棟を超える。2010 年「アキュラシステム」は、地域工務店の経営安定
と持続的成長に貢献するものと高く評価されグッドデザイン賞を受賞。

めぐるecoW発売記念「日本を元気にしよう！エコ住宅キャンペーン」実施店一覧
【ジャーブネット】
社名

住所

三井国土開発（株）

北海道室蘭市八丁平 4-17-10

（有）佐藤工務店

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中野 45-11

（株）千田工務店

岩手県北上市常盤台 4-10-78

（株）花坂ハウス工業

宮城県東松島市小野字中央 5-5

（有）すまい倶楽部

福島県いわき市泉町 5-8-11

光建設（株）

福島県本宮市本宮字戸崎 7-1

（株）三市ハウジング

茨城県北茨城市磯原町豊田 230

塚本産業（株）

栃木県真岡市荒町 57-18

（株）浦野建設

群馬県高崎市我峰町 50-2
展示場

ぐん.せい建商（株）

群馬県高崎市高崎市小八木町 795-1
群馬県高崎市下小鳥町 214-3
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

（株）山里建設

群馬県高崎市下中居町 381

（株）CLE 総合研究所

千葉県流山市東深井 65-7

（株）新葉ホーム

千葉県君津市西坂田 3-1-10

（株）五十嵐惣一工務店

東京都調布市緑ｹ丘 1-36-26

（株）小林建設

東京都東大和市仲原 4-32-8

平安住宅

東京都大田区大森北 3-4-5 平安ビル

（株）リバティホーム

東京都江戸川区西小岩 3-21-30

（有）エヌ工房

神奈川県相模原市上鶴間本町 7-3-29

（株）コラム建設

神奈川県秦野市鈴張町 1-34

（有）シイケン

神奈川県横須賀市長沢 1-45-12

（株）ホームプラザサンヨー

神奈川県藤沢市鵠沼橘 1-1-17

（株）ホームテリアユー

新潟県柏崎市新橋 9-8

加陽住宅（有）

石川県河北郡津幡町北中条 5-54-3

フジホーム 富士良建設（株）

福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10

佐藤工業（株）

山梨県甲斐市西八幡 3760-1

千曲建設工業（株）

長野県上田市諏訪形 973-1
展示場

長野県上田市下之条字根津田 804-156
長野県佐久市岩村田字宮ノ前 1977-4

（株）中日ホーム

岐阜県多治見市大畑町大洞 2-1

（株）イソーハウジング

静岡県沼津市共栄町 7-2

（株）オカザキホーム

愛知県岡崎市大樹寺 1-5-20

（株）カトゥールビルド

愛知県名古屋市瑞穂区東栄町 8-15
展示場

三重県四日市市伊坂台 2-265

（株）鈴木工務店

愛知県津島市古川町 2-48

森大建地産

三重県伊賀市猿野 1238

（株）エルデハイム

大阪府大阪市淀川区西宮原 1-5-28 新大阪テラサキ第 3 ビル

バァーナホーム

大阪府高槻市梶原 6-10-5

田原建設（株）

大阪府枚方市南楠葉 1-14-14

（有）結城建設

兵庫県赤穂市山手町 7-7

（株）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

（株）アート建工

鳥取県境港市福定町 671-1
展示場

鳥取県境港市夕日ヶ丘 2-3

ライブハウス （株）岩崎建設

島根県出雲市白枝町 222-1

（有）大廣建設

島根県松江市東津田町 1813-4

トヨキタホーム（豊北産業株式会社）

広島県東広島市河内町中河内 643-1

ラッフルズホーム（株）

徳島県徳島市仲之町 3-38-1

（株）ロータリーハウス

香川県高松市多肥下町 1593-9
展示場

香川県高松市春日町 404-1

フォレストホーム 東建設（株）

愛媛県大洲市菅田町菅田甲 1134-1

山元建設（株）

福岡県遠賀郡芦屋町白浜町 1-4

（株）クレセントホーム

佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 1307-10

（株）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

住所

熊谷営業所

埼玉県熊谷市石原 369-1（熊谷ハウジングステージ内）

新熊谷営業所

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）

本庄営業所

埼玉県本庄市朝日町 2-19-8（本庄ハウジングステージ内）

東松山営業所

埼玉県東松山市松葉町 4-3-15（TBS ハウジング内）

川越営業所

埼玉県川越市東田町 4（川越住宅公園内）

志木営業所

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）

所沢若狭営業所

埼玉県所沢市若狭 3-2352-1（所沢ハウジングステージ内）

鶴ヶ島営業所

埼玉県鶴ヶ島市脚折 1513-7（鶴ヶ島住宅公園内）

上尾営業所

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）

カタクラ営業所

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

宮原営業所

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）

与野営業所

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）

川口営業所

埼玉県鳩ヶ谷市坂下町 1-5-8（川口・鳩ヶ谷住宅公園内）

春日部営業所

埼玉県春日部市谷原 2-2-6（春日部住宅展示場内）

草加営業所

埼玉県草加市瀬崎 481（ＴＢＳハウジング草加住宅展示場内）

新越谷営業所

埼玉県越谷市登戸町 40-34（ＴＢＳハウジング新越谷会場内）

新座営業所

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）

瀬田営業所

東京都世田谷区瀬田 5-20 （ハウジングプラザ瀬田内）

武蔵野営業所

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）

練馬営業所

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）

立川営業所

東京都立川市泉町 935-1（ハウジングワールド立川内）

八王子営業所

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）

相模原営業所

神奈川県相模原市中央区向陽町 1-17(相模原住宅公園内)

横浜町田営業所

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）

横浜北営業所

神奈川県横浜市都筑区中川 1-4-1（ハウスクエア横浜内）

平沼営業所

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）

大船営業所

神奈川県鎌倉市岩瀬 1340（ｔｖｋハウジングプラザ大船内）

藤沢営業所

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）

幕張営業所

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）

松戸営業所

千葉県松戸市八ヶ崎 825-1(ハウジングプラザ松戸内)

松戸二十世紀営業所

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）

市川営業所

千葉県市川市鬼高 1-1-2（ＡＢＣハウジング市川住宅公園内）

三郷営業所

埼玉県三郷市天神 2-92（三郷ハウジングステージ内）

我孫子営業所

千葉県我孫子市つくし野 4-80-1(我孫子住宅公園内)

つくば営業所

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）

浜松営業所

静岡県浜松市南区青屋町 400（SBS マイホ-ムセンタ-浜松内）

豊橋営業所

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）

名古屋営業所

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）

蟹江営業所

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

神宮東営業所

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）

難波営業所

大阪府大阪市浪速区敷津東 1-1-1（なんば住宅博内）

千里営業所

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）

花博営業所

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)

伊丹営業所

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）

明石営業所

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）

加古川営業所

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）

姫路営業所

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）

神戸営業所

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）

広島営業所

広島県広島市安佐南区伴南 5-37-30（こころ住宅展示場内）

福山営業所

広島県福山市引野町 4-3-20

福山北営業所

福山市駅家町大字上山守 450-56（サンタウン駅家内）

