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2010 年（平成 22 年）4 月 20 日
ジャーブネット

“エコ得フェア”住宅エコポイントで太陽光発電システムを抽選で 10 名様に！

自然と共生する知恵をエコ住まいに、長期優良住宅「めぐるMJ」を1,000 万円台で
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、“エコ得ハウス 今が建て時フェア”（2010 年 4 月 23 日〜7 月 31 日）を開催します。
期間中フェア限定商品として、自然と共に豊かに暮らしてきた先人の省エネの知恵に最先端技術を融合した長期
優良住宅「めぐるＭＪ」（MJ＝Modern Japanesque【モダンジャパネスク】の略）を 1,000 万円台からのお求め易い価
格にて販売します。
■自然と共生する「和の知恵」を活かしたエコ住宅、長期優良住宅「めぐるＭＪ」を 1,000 万円台で
近年“エコ住宅”に対するニーズが高まってきていますが、その多くは過剰な設備に偏り、住宅価格が高額にな
ってしまう傾向にあります。
今回、ジャーブネットでは、機器ばかりに頼るのではなく、本
来の日本家屋に見られる自然と共生する細やかな工夫を随所
に施した家づくりを提案し、1,000 万円台からというお求め易い
価格を実現した長期優良住宅「めぐるＭＪ」を発売します。
この「めぐるＭＪ」は、耐久性・耐震性・次世代省エネなど高い
性能を持つ長期優良住宅をベースに、昔から日本人が四季を
通じて培ってきた、風や光などの自然とともに豊かに暮らす知
恵（自然風利用・日射遮蔽・日射熱利用）に、最先端技術を融
合させた新しい環境デザインの“エコ住宅”です。
その一例としては、窓脇への落葉樹の植樹や、一般住宅より
深い軒の出にすることで陽射しのコントロールができ、冬暖かく
夏涼しい室内を実現し、光熱費を削減します。また、開放的な
間取りと 2 方向以上に窓を設置することで、心地良い通風を確
「めぐるＭＪ」注文住宅例：本体価格 1,290 万円
保するほか、窓面には木目調の縦格子がプライバシーを保ち
（税込/2 階建て・4LDK の場合）
※写真は太陽光発電システムが当選した場合の外観イメージ
ながら同時に通風や日射遮蔽に配慮するなど、自然と共生す
る「和の知恵」を活かし、省エネで快適に暮らせる様々な工夫
をご提案します。
■住宅エコポイントで太陽光発電システムを抽選で 10 名様に、さらに独自ポイントもプレゼント！
フェア特典として抽選で 10 名様に、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、太陽光発電
システム（3.3kw・180 万円相当※1）と即時交換するキャンペーン※２を実施。(外れても最大 2 倍相当※1 の設備と交
換) また、先着 300 棟限定で、住宅エコポイントに上乗せして、1 棟あたり最大100 万円相当※1 の設備と交換でき
る独自ポイントを発行し、IH クッキングヒーターやエコキュートなど人気の設備の中からお好きなものと交換するサ
ービスも展開します。 ※1：定価･工事費･税込
※2：太陽光発電システム応募キャンペーン期間：2010 年 4 月 23 日〜7 月 9 日、応募はホームページ（http://www.jahbnet.jp/vol34/）から。
＜太陽光発電システムの応募・抽選は３回に分けて実施：１回目（3 名様）4/23〜5/13、2 回目（3 名様）5/14〜6/11、3 回目（4 名様）6/12〜7/9＞

■｢エコ得アドバイザー｣が、種々の国の補助制度の中から、お客様にあわせたお得な建築計画をご案内
住宅税制改正、太陽光発電などに対する補助金制度、さらに、住宅エコポイントをはじめとする緊急経済対策
や、平成 22 年度･木のいえ整備促進事業（長期優良住宅普及促進事業）がスタートするなど、国による住宅に関
する補助制度が次々と打ち出されています。
このため、今回のフェアでは、お客様に一番お得な建築計画をご案内できるよう、補助制度をはじめとする最
新知識を習得した営業担当を全営業所・展示場に「エコ得アドバイザー」として配置し、お客様の資金計画やご要
望にあわせて各種経済対策をご紹介するほか、長期優良住宅のメリットや、太陽光発電の光熱費・売電価格等の
メリットを分かりやすくお伝えしてまいります。
さらに、自然を感じながら暮らす知恵や工夫なども紹介しながら、健康的で経済的に暮らす「エコライフ」の提案
をおこなってまいります。
＜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 山本・堀越 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

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。しかしながら、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。

＜フェア実施一覧＞
※「エコ得アドバイザー」は下記、フェア実施会社・営業所・展示場でお待ちしております。
【ジャーブネット】
会社名
住所
三井国土開発㈱
北海道室蘭市八丁平 4-17-10
㈱浜名工務店
北海道標津郡中標津町東三十七条北 3-10
㈱協和
青森県青森市荒川字柴田 281-8
㈱千田工務店
岩手県北上市常盤台 4-10-78
㈲木村工務店
岩手県釜石市唐丹町字小白浜 295
㈲佐藤工務店
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中野 45-11
㈱花坂ハウス工業
宮城県東松島市小野字中央 5-5
㈱梅津工業
福島県福島市上名倉字草深内 48 番地 1
光建設㈱
福島県本宮市本宮字戸崎 7-1
㈲住倶楽部
福島県いわき市泉町 5-8-11
塚本産業㈱
栃木県真岡市荒町 57-18
㈱山里建設
群馬県高崎市下中居町 381
㈱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
ぐん.せい建商㈱
群馬県北群馬郡榛東村広馬場 2207-1
㈱新葉ホーム
千葉県君津市西坂田 3-1-10
㈱CLE 総合研究所
千葉県流山市東深井 65-7
辻住宅㈱
千葉県旭市イ-2664-1
㈱コハラ建設
千葉県南房総市白浜町白浜 1424-1
平林建設㈱
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
展示場
千葉県市原市南国分寺台 4-1-5
㈱小林建設
東京都東大和市仲原 2-1-7
㈱五十嵐惣一工務店
東京都調布市緑ｹ丘 1-36-26
㈲エヌ工房
神奈川県相模原市上鶴間本町 7-3-29
㈲シイケン
神奈川県横須賀市長沢 1-45-12
㈱ホームプラザサンヨー
神奈川県藤沢市鵠沼橘 1-1-17 ｻﾝﾖｰﾋﾞﾙ 4F
㈱建空間
神奈川県藤沢市片瀬海岸 3-14-15
㈱コラム建設
神奈川県秦野市落合 578-6
㈱ホームテリアユー
新潟県柏崎市新橋 9-8
㈲アスワンホーム
石川県金沢市入江 2-26
富士良建設㈲
福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10
㈱冨洋
福井県大飯郡高浜町岩神 15-19-1
佐藤工業㈱
山梨県甲斐市西八幡 3760-1
山屋物産㈱
長野県小諸市紺屋町 2-3-6
千曲建設工業㈱
長野県上田市諏訪形 973-1

会社名
菊島工業㈱
長尾建設㈱
㈱カトゥールビルド
展示場
㈱オカザキホーム
展示場
ユートピア建設㈱
㈱河辺組
㈱アドバンスホーム
都築建設工業㈱
ウネベ建設㈱
知立木材(資)
㈱鈴木工務店
㈱上村工務店
森大建地産
㈲青谷建築工房
㈲創建
関空建設㈱
㈱ケーアイ･シー
展示場
広和建設㈱
田原建設㈱
㈱前昌建設
ミヤウチ建設㈱
㈲結城建設
㈱前川組
㈱アート建工
㈲大廣建設
展示場
㈱ビゼン
豊北産業㈱
㈱ロータリーハウス
展示場
㈱金原工務店
㈱コスモ住研
山元建設㈱
㈱クレセントホーム
展示場
㈱トーヤハウス
㈲梶原住研
㈱浦松建設
㈱喜納工務店
㈱秀建工業

住所
長野県茅野市本町西 5-31
岐阜県中津川市中津川 2564-442
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
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
愛知県田原市仁崎町前田 4-6
愛知県安城市東端町中根山 19-1
愛知県高浜市二池町 5-5-7
愛知県豊田市畝部西町蓮台 16-1
愛知県知立市山屋敷町山屋敷 47
愛知県津島市古川町 2-48
三重県志摩市阿児町鵜方 2462-3
三重県伊賀市猿野 1238
滋賀県高島市ﾏｷﾉ町牧野 480
京都府舞鶴市桃山町 3-7 ｾﾞｳｽﾋﾞﾙ 2F
大阪府大阪市旭区新森 2-4-24
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
大阪府東大阪市金物町 2-21
大阪府藤井寺市御舟町 1-63
兵庫県赤穂市山手町 7-7
和歌山県紀の川市久留壁 180
鳥取県境港市福定町 671-1
島根県松江市八幡町 535-1
島根県松江市西川津町 690
岡山県岡山市北区西古松西町 8-21
広島県東広島市河内町中河内 643-1
香川県高松市多肥下町 35
香川県高松市春日町 404-1
徳島県徳島市仲之町 3-38-1
福岡県福岡市早良区原 6-30-9
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
熊本県熊本市桜木 2-15-13
大分県大分市西新地 1-11-15
大分県別府市鶴見 4142-8
沖縄県那覇市松川 448-1
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）

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）

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）

川越営業所

埼玉県川越市東田町 4（川越住宅公園内）

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内）

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）

浦和営業所

埼玉県さいたま市浦和区前地 1-16-1（浦和住宅展示場） ※5 月上旬まで営業

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）

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）

入間営業所

埼玉県入間市扇台 2-2-1（入間住宅展示場内）

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）

所沢営業所

埼玉県所沢市有楽町 18（所沢住宅公園内)

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）

草加営業所

埼玉県草加市瀬崎町 481（ＴＢＳハウジング草加住宅展示場内）

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）

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）

※5 月上旬まで営業

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）

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

神奈川県相模原市向陽町 1-17(相模原住宅公園内)

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）

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）

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）

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）

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）

浜松西営業所

静岡県浜松市西区志都呂町 5448-3

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）

広島営業所

広島県広島市安佐南区伴南 5-22-7（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

こころ展示場

広島県広島市安佐南区伴南 5-21-1（こころ住宅展示場内）

東広島展示場

広島県東広島市西条町御薗宇 5166-5

