2014 年（平成 26 年）12 月 26 日
株式会社アキュラホーム

ジャーブネット「全国一斉豊かな暮らし応援フェア」を開催

太陽光発電の売電額 1,000 万円の収入を目指す家
「太陽が稼ぐ家～冬～」発売
日本最大級の工務店ネットワーク「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、2015 年 1 月 2 日（金）～1 月 25 日（日）の、
「全国一斉豊かな暮らし応援フェア」を実施しま
す。期間中 1,000 万円の収入を目指す「太陽が稼ぐ家～冬～」を発売いたします。
「太陽が稼ぐ家～冬～」
は太陽光発電による固定価格買取制度 20 年間
の売電収入 1000 万円が見込める長期優良住宅基準を満たした豪華特別
仕様の注文住宅です。より多くの太陽光パネルを搭載し、発電効率を高
めるなど、
ジャーブネットの技術と工夫で一般的な 30 坪程の住まいでも、
1,000 万円の売電収入を可能にしています。
ジャーブネット事務局を運営する株式会社アキュラホームでは、埼玉
県に建設した太陽光発電搭載による 1000 万円収入付き住宅の完成見学
会を 11 月、12 月に 2 度実施しました。当初 200 名程度の来場を見込んでいたところ、予想を大幅に上回る 420 名
もの来場がありました。全国の展示場では web によるライブ中継を行い、150 名の視聴者から好評いただきました。
現在、政府による電力の固定価格買取制度の見直しが予定されており、この価格が今後下がっていくことが予想
されるなか、太陽光発電に注目し、検討している消費者は大変多いことがわかり、ジャーブネットでは同制度が見
直される前に、より多くのお客様に太陽光発電搭載による 1000 万円収入付きの住宅をご提供できるよう、
「太陽が
稼ぐ家～冬～」を発売いたします。
＜「太陽が稼ぐ家～冬～」概要＞
環境にも家計にもやさしいエコ仕様の長期優良住宅
「めぐる」に、太陽光発電を搭載した特別限定商品です。
発売期間 ：
「全国一斉豊かな暮らし応援フェア」
開催期間 ：2015 年 1 月 2 日（金）から
1 月 25 日（日）まで期間限定
仕

様 ： 自由設計 長期優良住宅対応

「太陽が稼ぐ家 ～冬～」外観イメージ
太陽光発電 12.5kW 搭載 延床面積 97.70 ㎡（29.55 坪）
本体価格 2,220 万円（税別）

■太陽光発電の設置
10kW 以上設置して 20 年間たっぷり売電収入を得られる「全量買取」
「太陽が稼ぐ家-冬」は 10kW 以上の太陽光発電を標準搭載。自由設計の強みを活かし、少しでも搭載量が多くなる
よう屋根の形を工夫して太陽光パネルを搭載します。
「全量買取制度（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）
」
を活用し、20 年間の売電で住宅のローン返済の負担を軽減します。金銭メリットにも考慮した、快適な家づくりを
ご提案します。

＜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 堀越・西口
Email： aqura_pr@aqura.co.jp
住所： 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 34F TEL:03-6302-5010 （直通） FAX:03-5909-5560
●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 （ JAHBnet） と は
ジャーブネットは全国 320 社の工務店・ビルダーなどが加盟する工務店ネットワーク組織。アキュラホームが 94
年に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」を開発。これまでに約 2600 社の全国の工務
店に導入されると共に、98 年に（財）日本住宅・木材技術センターの「木造住宅供給支援システム」に認定され、
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。全国規模のネットワークによるス
ケールメリット、
地域密着企業ならではのダイレクトサービスを併せ持つネットワークとして全国のユーザーに
「良
質な住宅を適性価格」で提供。
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～ 「豊かな暮らし応援フェア」実施店一覧 ～
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
㈱立石工務店
岩手県遠野市早瀬町 2-7-31
㈱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
㈲すまい倶楽部
福島県いわき市泉町 5-8-11
㈱アキュラホーム 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）
塚本産業㈱
栃木県真岡市荒町 57-18
山本材木店
栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田 1192-5
山本材木店
栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田 1192-5
㈱浦野建設
群馬県高崎市我峰町 50-2
㈱浦野建設 小八木モデルハウス
群馬県高崎市小八木町 795-1
㈱浦野建設 下小鳥モデルハウス
群馬県高崎市下小鳥町 214-3
パステルホーム㈲
群馬県高崎市福島町 802-4
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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ー内）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 川越営業所
川越市新宿町 5 丁目 13 番地 62
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 所沢営業所
埼玉県所沢市有楽町 17-5（所沢住宅公園内）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 上尾営業所
埼玉県上尾市久保 49-1（上尾ハウジングステージ内）
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-264-1
㈱アキュラホーム カタクラ営業所
（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
㈱アキュラホーム 宮原営業所
（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
㈱アキュラホーム 与野営業所
（さいたまハウジングパーク内）
㈱アキュラホーム 川口営業所
埼玉県川口市坂下町 1-5-8（川口・鳩ヶ谷住宅公園内）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 草加営業所
埼玉県草加市瀬崎 2-34-3（ＴＢＳハウジング草加住宅展示場内）
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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）
平林建設㈱
千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1
㈱CLE 総合研究所
千葉県流山市大字東深井 102-1
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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)
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㈱アキュラホーム 市川営業所
㈱アキュラホーム 我孫子営業所
㈱アキュラホーム 青葉の森営業所
㈱アキュラホーム 柏の葉営業所
㈱アキュラホーム 習志野営業所
㈱リバティホーム
㈱リバティホーム第一モデルハウス
㈱リバティホーム第二モデルハウス
㈱小林建設
㈱桧山建工
さつま建設㈱
㈱アキュラホーム 瀬田営業所
㈱アキュラホーム 武蔵野営業所
㈱アキュラホーム 練馬営業所
㈱アキュラホーム 立川営業所
㈱アキュラホーム 八王子営業所
㈱コラム建設
㈱アキュラホーム 相模原営業所

千葉県市川市鬼高 1-1-2（ＡＢＣハウジング市川住宅公園内）
千葉県我孫子市つくし野 4-80-1(我孫子住宅公園内)
千葉県千葉市中央区青葉町1249-1
（ハウジングプラザ千葉青葉の森）
千葉県柏市新十余二 15-2（住まいるパーク柏の葉内）
千葉県船橋市三山 9-9 (住まいるパーク習志野内)
東京都江戸川区西小岩 3-21-30
東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-12
東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-17
東京都東大和市向原 4-32-8
東京都大田区大森北 1-22-13
東京都大田区新蒲田 3-28-10
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）
神奈川県秦野市鈴張町 1-34
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
㈱アキュラホーム 横浜町田営業所
（ＡＢＣハウジング横浜町田住宅公園内）
㈱アキュラホーム 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）
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）23
㈱アキュラホーム 平沼第一営業所
区画
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） 3
㈱アキュラホーム 平沼第二営業所
区画
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 藤沢営業所
神奈川県藤沢市辻堂新町 4-2（ｔｖｋハウジングプラザ藤沢内）
㈱アキュラホーム 瀬谷営業所
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 2-39-10（横浜瀬谷住宅公園会場内）
㈱アキュラホーム 戸塚営業所
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 5030（ABC ハウジング戸塚住宅公園内）
神奈川県小田原市国府津 1-4-65
㈱アキュラホーム 小田原営業所
（ABC ハウジング西湘・小田原住宅公園内）
㈱アキュラホーム 海老名営業所
神奈川県海老名市中央 1-9-10 海老名ハウジングギャラリー内
フジホーム 富士良建設㈱
福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10
㈲福工房
静岡県藤枝市田沼 5 丁目 1-27
㈲福工房 静岡展示場
静岡県静岡市駿河区下川原 6 丁目 26-8
㈲福工房 掛川展示場
静岡県掛川市宮脇 1 丁目 2-6
富士木材㈱
静岡県富士市大渕 3800 番 8
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 浜松西営業所
静岡県浜松市西区志都呂町 1-37-1
静岡県袋井市下山梨 1961-1 SBS
㈱アキュラホーム 袋井営業所
マイホームセンター 袋井展示場 5 区画
㈱鈴木工務店
愛知県津島市古川町 2-48
㈱オカザキホーム 本社
愛知県岡崎市大樹寺 1-5-20
㈱アキュラホーム 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）
㈱アキュラホーム 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）
愛知県海部郡蟹江町北新田 1-60
㈱アキュラホーム 蟹江営業所
（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
㈱アキュラホーム 神宮東営業所
（神宮東中日ハウジングセンター内）
㈱アキュラホーム 八事営業所
愛知県名古屋市昭和区八事本町 16（メ～テレ八事ハウジング）
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森大建地産
森大建地産 住まいのライブラリー
イオンタウン伊賀上野店
ナカケンホーム（中川建築）
㈲青谷建築工房
バァーナホーム
㈱田尻工務店
㈱アキュラホーム 難波営業所
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㈱アキュラホーム 加古川営業所
㈱アキュラホーム 姫路営業所
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㈱アキュラホーム 神戸営業所
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㈱前昌建設
㈱アート建工
clover 住工房
（㈲ヤマタホーム 住宅事業部）
㈱アキュラホーム 倉敷営業所
トヨキタホーム（豊北産業株式会社）
㈱アキュラホーム 広島営業所
㈱アキュラホーム こころ営業所
㈱アキュラホーム 福山営業所
㈱アキュラホーム 西営業所
㈱アキュラホーム 東営業所
㈱アキュラホーム 福山北営業所
㈱アキュラホーム 福山南営業所
ラッフルズホーム㈱
㈱ロータリーハウス
㈱ロータリーハウス 春日展示場
山元建設㈱
㈲メイクハウス
㈲メイクハウス
大川市三丸モデルハウス
㈱クレセントホーム
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三重県伊賀市猿野 1238
三重県伊賀市四十九町 1850 番地
三重県津市庄田町八王子田 2078-1
滋賀県高島市マキノ町牧野 480
大阪府高槻市梶原 6-10-5
大阪府堺市美原区太井 75-1
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)
兵庫県赤穂市山手町 7-7
兵庫県姫路市広畑区西夢前台 5 丁目 109
兵庫県加古川市西神吉町大国 723-42
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）
奈良県北葛城郡広陵町馬見北 4-12-7
鳥取県米子市上福原 2 丁目 8-35
鳥取県鳥取市千代水 2 丁目 130 番地
岡山県倉敷市西阿知町西原 770-10
広島県東広島市河内町中河内 643-1
広島県広島市佐伯区石内北１丁目 25 番地 16
広島県広島市佐伯区石内北１丁目 25 番地 10
広島県福山市引野町 4-3-20
広島県廿日市市対厳山 2-14-8
広島県東広島市西条町吉行 2133 番地 12
広島県福山市駅家町万能倉 827-1
広島県福山市西新涯町 2-1-12
徳島県徳島市東吉野町 2-45-9
香川県高松市多肥下町 1593-9
香川県高松市春日町 404 番地 1
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町 1-4
福岡県大川市大字向島 2612 の 2
福岡県大川市大字三丸 490-1
佐賀県佐賀市神野東 2 丁目 5-17

