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2010 年（平成 22 年）3 月 1 日
ジャーブネット

大好評につき全国規模で開催！
総額 90 万円相当の住宅設備と交換、『住宅エコポイント』３倍キャンペーン

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：㈱アキュラホーム、本社:東
京都新宿区、社長:宮沢俊哉）では、3 月 6 日(土)〜31 日(水)の間、ご契約いただいたお客様を対象
に、先着 100 棟限定で、新築 1 戸につき発行される 30 万円相当の住宅エコポイントを、総額 90 万
円相当の住宅設備オプションと交換できる“『住宅エコポイント』3 倍キャンペーン”を実施します。
このキャンペーンは、先月（2/12〜）、アキュラホームが実施したところ、開始わずか 1 週間で
30 棟分の交換限定枠が満了するなど、予想を超える反響を頂きました。
これを受け、今回さらに多くのお客様のご要望にお応えするため、ジャーブネットの全国ネット
ワークでキャンペーンを実施します。今回は、ジャーブネットによる大量一括仕入による価格メリ
ットを活かすことで、エコポイント交換限定棟数を、前回の先着 30 棟から 100 棟に拡大しました。
ジャーブネットでは、「エコ」を重要なテーマと位置づけ、エコポイントの発行対象でもある、
次世代省エネルギー住宅を、既に 2003 年より販売してきました。
また、長期優良住宅の法施行に先駆け、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、全国の工務店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。住宅の長寿命化に取り組み、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軽減に努めてきました。
■『住宅エコポイント』３倍キャンペーン
新築 1 戸につき発行される 30 万円相当のエコポイントを、3 倍換算で、総額 90 万円相当（定価、
工事費・税込）の住宅設備オプションと交換します。（全国で先着 100 棟限定）
ジャーブネットでは、このキャンペーンを通じ、エコポイントを活用したより良い住まいづくりの
提案をおこなってまいります。
【エコポイント交換例】
定価、工事費･税込

①食器棚
②床暖房（6 帖用）
③食器洗い乾燥機
④浴室換気乾燥機
⑤浄水器一体型水栓
合 計

約 33 万円
約 26 万円
約 17 万円
約 10 万円
約 4 万円
約 90 万円

※ご利用に際しては全てのポイントを交換することが条件となります。また長期優良住宅普及促進事業の補助金
を受ける場合は、国の基準によりエコポイントのご利用はできません。

＜本件について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 山本・堀越
TEL:03-6302-5010
住所：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 34F

＜『住宅エコポイント３倍キャンペーン』実施一覧＞
※『住宅エコポイント３倍キャンペーン』は、下記ジャーブネットの会員工務店・展示場で実施します。
会社名

三井国土開発㈱
㈱協和
㈱千田工務店
㈱エルク
㈲佐藤工務店
㈲木村工務店
㈱花坂ハウス工業
光建設㈱
㈲住倶楽部
安積相互建設㈱
㈱鯉沼工業
展示場
㈱山里建設
㈱浦野建設
展示場
日総建設㈱
展示場
ぐん.せい建商㈱
㈱サンスイ･テック住宅
㈱小林建設
展示場
㈱五十嵐惣一工務店
㈱成田組
㈱ホームプラザサンヨー
㈲シイケン
㈲エヌ工房
㈱コラム建設
辻住宅㈱
平林建設㈱
展示場
㈱新葉ホーム
㈱コハラ建設
㈱CLE 総合研究所
佐藤工業㈱
山屋物産㈱
菊島工業㈱
㈱本多建設
千曲建設工業㈱
展示場
㈱ホームテリアユー
伊藤工業㈱
㈲アスワンホーム
㈱栄建ハウス工業
富士良建設㈲
㈱カトゥールビルド
展示場

住所

北海道室蘭市八丁平 4-17-10
青森県青森市荒川字柴田 281-8
岩手県北上市常盤台 4-10-78
岩手県紫波郡紫波町佐比内字舘前 43-1
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中野 45-11
岩手県釜石市唐丹町字小白浜 295
宮城県東松島市小野字中央 5-5
福島県本宮市本宮字戸崎 7-1
福島県いわき市泉町 5-8-11
福島県郡山市香久池 1-2-6
栃木県下野市三王山 1197-1
栃木県河内郡上三川町大字上上蒲生 428-2
群馬県高崎市下中居町 381
群馬県高崎市我峰町 50-2
群馬県高崎市下小鳥町 214-3
群馬県館林市小桑原町 876-2
栃木県足利市福居町 202-5
群馬県北群馬郡榛東村広馬場 2207-1
東京都豊島区南大塚 1-2-6
東京都東大和市仲原 2-1-7
東京都東大和市向原 4-32-8
東京都調布市緑ｹ丘 1-36-26
神奈川県横浜市鶴見区栄町通 4-48-1
神奈川県藤沢市鵠沼橘 1-1-17
神奈川県横須賀市長沢 1-45-12
神奈川県相模原市上鶴間本町 7-3-29
神奈川県秦野市落合 578-6
千葉県旭市イ-2664-1
千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1
千葉県夷隅郡大多喜町船子 887-1
千葉県市原市南国分寺台 4-1-5
千葉県君津市西坂田 3-1-10
千葉県南房総市白浜町白浜 1424-1
千葉県流山市東深井 65-7
山梨県甲斐市西八幡 3760-1
長野県小諸市紺屋町 2-3-6
長野県茅野市本町西 5-31
長野県岡谷市川岸東 1-1-1
長野県上田市諏訪形 973-1
長野県上田市下之条 804-159
新潟県柏崎市新橋 9-8
富山県魚津市島尻 1346
石川県金沢市入江 2-26
石川県能美市下ﾉ江町ﾄ 40-1
福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10
愛知県名古屋市瑞穂区前田町 2-12-2
三重県四日市市伊坂台 2-265

会社名
㈱オカザキホーム
展示場
ユートピア建設㈱
㈱鈴木工務店
㈱アドバンスホーム
㈱領木工務店
㈱檜建設
㈱ピーディーホーム
展示場
森大建地産
㈱上村工務店
㈱松匠ホーム
㈲青谷建築工房
㈱ケーアイ･シー
展示場
広和建設㈱
田原建設㈱
㈱前昌建設
展示場
㈲結城建設
㈱斉藤工務店
㈱前川組
豊北産業㈱
㈲ヤマタホーム
㈱アート建工
㈲影山製材所
㈲大廣建設
展示場
㈱岩崎建設
展示場
㈲大西工務店
㈱松島組
東建設㈱
㈲橋本工務店
展示場
㈱清武建設
㈲メイクハウス
山元建設㈱
㈱クレセントホーム
展示場
㈱川上建築
㈱秀建工業

住所
愛知県岡崎市大樹寺 1-5-20
愛知県岡崎市昭和町字観音 63−1
愛知県豊田市下市場町 6−70−1
愛知県知立市弘法町弘法下 35−2
愛知県東海市荒尾町大城 32
愛知県岡崎市大門 5-2
愛知県津島市古川町 2-48
愛知県安城市東端町中根山 19-1
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字山方 88-1
愛知県安城市赤松町北新屋敷 83-1
岐阜県岐阜市薮田中 2-13-5
岐阜県一之宮市小信中島字南平口 77
三重県伊賀市猿野 1238
三重県志摩市阿児町鵜方 2462-3
三重県伊勢市御薗町長屋 2228
滋賀県高島市ﾏｷﾉ町牧野 480
大阪府堺市堺区南旅籠町東 3-1-14
大阪府堺市堺区新在家町東 3-2-17
大阪府高槻市梶原 6-10-5
大阪府枚方市南楠葉 1-14-14
奈良県北葛城郡広陵町馬見北 5 丁目 16-10
大阪府東大阪市金物町 2-21
兵庫県赤穂市山手町 7-7
兵庫県加古川市西神吉町大国 723-42
和歌山県紀の川市久留壁 180
広島県東広島市河内町中河内 643-1
鳥取県鳥取市西品治 600
鳥取県境港市福定町 671-1
鳥取県西伯郡伯耆町大殿 637
島根県松江市八幡町 535-1
島根県松江市西川津町 690
島根県出雲市佐田町八幡原 103-1
島根県出雲市白枝町 222-1
香川県三豊市豊中町笠田竹田 576-2
徳島県吉野川市鴨島町牛島 1572-1
愛媛県大洲市菅田町菅田甲 1134-1
愛媛県宇和島市大宮町 1-1-3
愛媛県宇和島市和霊元町 1-5-9
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 3-6-22
福岡県大川市向島 2612-2
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町 1-4
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 1307-10
佐賀県小城市三日月町五条 1451-2
佐賀県小城市三日月町樋口 1278-5
宮崎県東諸県郡国富町大字森永 1659-1
沖縄県島尻郡南風原町宮平 342-4

