2016 年（平成 28 年）12 月 27 日
株式会社アキュラホーム

ジャーブネット全国一斉「家計応援！豊かな暮らし実現フェア」開催

ZEH 仕様と太陽光 10kW 標準化「太陽が稼ぐ家 ZEH」
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、2017 年 1 月 2 日（月）～3 月 31 日（金）まで、全国一斉フェア「家計応援！豊かな暮
らし実現フェア」を開催し、ZEH 仕様と太陽光 10kW 搭載を標準とした「太陽が稼ぐ家 ZEH」を販売します。

■家事と家計にやさしい－太陽が稼ぐ家 ZEH
キャンペーンの対象となる「太陽が稼ぐ家 ZEH」は、屋根一体型の
太陽光発電 10kW を標準搭載する他、オール電化、樹脂複合サッシ（ア
ルゴンガス入り）
、
スマート HEMS
（家庭用エネルギー管理システム）
、
高効率エアコン、全室 LED 照明などによる、ゼロエネルギーハウス
（ZEH)で、一次エネルギー消費量を 35％(※1）削減を目指します。

■屋根一体型の太陽光発電 10kW が標準搭載

10kW の太陽光発電により、20 年間で約 727 万円を節約するこ
とができ、また売電期間終了後も太陽光発電により発電した電力を
家庭の電気としてお使いいただくことで、35 年間で合計約 1,127 万
円ものメリットが生まれます。
（※2）

「太陽が稼ぐ家 ZEH」外観イメージ
太陽光発電 10kw 搭載、延床面積 117.58 ㎡
本体価格 2,040 万円（税込）～
※イメージ写真と異なる場合があります。

家庭で使うエネルギーを高断熱仕様・省エネ機器・HEMS でバランスよく削減し、さらに大容量の太陽光発電
で、
暮らしに必要なエネルギーを創り、
余った電気を売電することで家計ラクによる豊かな暮らしを応援します。

■ワンランク上の暮らしを実現するデザインや家事ラクアイテムが多数
豊かな暮らしが実現できるアイテムを多数ご用意しております。

■災害にも強い住まい
新耐震基準で求められる強度の 1.5 倍の強度を確保した耐震等級３と国が定める基準を上回る長期優良住宅を
標準としています。ジャーブネットの住まいは「完全自由設計」でありながら、高耐震・高耐久の住宅を実現し、
万が一の災害時にも家族の暮らしを守ります。
＜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 : 03-5909-5570
●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

■暮らしやすさを追求した「住みごこち」の工夫

■設備機器だけに頼らず、設計手法でも「住みごこち」
「省エネ」を実現
自然の力と日本人の暮らしの知恵を活かしながら、必要十分な環境技術をプラスしました。環境にいい住まい
を長持ちさせることで、エコノミー＆エコロジーな家づくりを実現します。

（※1）掲載のシミュレーション金額に含まれる太陽光発電の売電収入額は「余剰買取制度（エネルギーの固定買取制度）
」を活用し
た、20 年間固定価格（2017 年度の想定買取価格）での売電収入見込額です。

（※2）平成 25 年度省エネ基準の地域区分 6 地域として試算。

■ジ ャー ブネ ット（ JAHBnet） と は
ジャーブネットは全国 285 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 2700 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。
～ 「家計応援！豊かな暮らし実現フェア」実施店一覧 ～
都道府県

社名

住所

北海道

三井国土開発（株）

北海道室蘭市八丁平 4-17-10

北海道

（株）健名工建

北海道空知郡上富良野町宮町 3-10-21

岩手県

ＥＣ南部コーポレーション（株）

岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳 71

岩手県

ＥＣ南部コーポレーション（株） 一関モデル

岩手県一関市中里雲南 111-2

宮城県

鶴秀工務店（株）

宮城県加美郡加美町字北町三番 10-3

宮城県

鶴秀工務店 Sumica

宮城県加美郡加美町字町裏 497-5

山形県

（株）建北社

山形県村山市楯岡新町一丁目 16-3

福島県

光建設（株）

福島県本宮市本宮字戸崎 7-1

福島県

（有）すまい倶楽部

福島県いわき市泉町 5-8-11

福島県

（有）すまい倶楽部 小名浜街角モデルハウス

福島県いわき市小名浜南君ヶ塚町 10 番 9

栃木県

塚本産業（株）

栃木県真岡市荒町 57-18

群馬県

（株）浦野建設

群馬県高崎市我峰町 50-2

群馬県

（株）浦野建設 山王モデルハウス

群馬県前橋市山王町 1-34-30

群馬県

（株）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

群馬県

パステルホーム(有)

群馬県高崎市福島町 802-4

群馬県

パステルホーム「アン・ティーナ」

群馬県高崎市棟高町 1343-1

千葉県

平林建設（株）

千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1

千葉県

平林建設（株） 猿稲モデルハウス

千葉県夷隅郡大多喜町猿稲 378-1

千葉県

辻住宅（株）

千葉県旭市イ-2664-1

千葉県

（株）CLE 総合研究所

千葉県流山市大字東深井 102-1

東京都

（株）リバティホーム

東京都江戸川区西小岩 3-21-30

東京都

（株）リバティホーム 第一モデルハウス

東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-12

東京都

（株）リバティホーム 第二モデルハウス

東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-17

東京都

（株）リバティホーム 江戸川ショールーム

東京都江戸川区西小岩 3-6-13

東京都

（株）小林建設

東京都東大和市向原 4-32-8

東京都

（株）五十嵐惣一工務店

東京都調布市緑ｹ丘 1-36-26

東京都

（株）桧山建工

東京都大田区大森北 1-22-13

東京都

さつま建設（株）

東京都大田区新蒲田 3-28-10

神奈川県

（株）コラム建設

神奈川県秦野市鈴張町 1-34

神奈川県

松栄建設（株）

神奈川県横浜市港北区仲手原 1-27-13

新潟県

（株）アスカ創建

新潟県上越市頸城区手島 1682

富山県

（株）すまいるほーむ

富山県富山市中川原 334 番地

富山県

（株）すまいるほーむ 小杉展示場

富山県富山市小杉 294-6

石川県

キャロットホーム/株式会社駒沢建工

石川県小松市今江町 6-681/石川県野々市市御経塚 1 丁目 495 番 7

石川県

キャロットホーム金沢南店 金沢西南部モデル

石川県金沢市八日市出町 891-1

石川県

キャロットホーム小松店 小松駅東モデル

石川県小松市沖町 1 番 7

石川県

キャロットホーム 女性目線の暮らし方モデル小
松中央

石川県小松市不動島町甲 28

福井県

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

岐阜県

Yy ハウジング（株）橋本

岐阜県各務原市那加大東町 61-2

岐阜県

（株）シバタ工務店

岐阜県岐阜市柳津町上佐波 5-138

静岡県

（株）福工房 藤枝展示場

静岡県藤枝市田沼 5 丁目 1-27

静岡県

（株）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

静岡県

（株）福工房 掛川展示場

静岡県掛川市宮脇 1 丁目 2-6

静岡県

（株）福工房 浜松展示場

静岡県浜松市東区下石田町 1823-1

静岡県

（株）建設のマルモ

静岡県静岡市駿河区西島 1038-2

静岡県

（株）建設のマルモ 桃園モデル

静岡県静岡市駿河区下川原 6 丁目 25-5

静岡県

（株）建設のマルモ 大浜モデル

静岡県静岡市駿河区西島 1038-2

静岡県

（株）建設のマルモ RE 住むリゾテア静岡店

静岡県静岡市駿河区桃園町 8-17 SBS リフォームプラザ 2Ｆ

愛知県

（株）鈴木工務店

愛知県津島市古川町 2-48

愛知県

（株）鈴木工務店

愛知県新城市大野字上野 76-8

愛知県

（株）アッシュホーム

愛知県稲沢市下津長田町 77 番地

愛知県

（株）アッシュホーム 稲沢展示場

愛知県稲沢市下津鞍掛町 79 番地

三重県

森大建地産

三重県伊賀市猿野 1238

三重県

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

三重県伊賀市四十九町 1850 番地

三重県

（株）上村工務店

三重県志摩市阿児町鵜方 2462-3

三重県

（株）上村工務店 伊勢営業所

三重県伊勢市小俣町湯田 1514-1

三重県

（株）上村工務店 いえとち本舗伊勢志摩店

三重県伊勢市御薗町王中島 797

三重県

（株）上村工務店 リフォームアウトレット
伊勢志摩店

三重県志摩市阿児町鵜方 393-1

滋賀県

（株）青谷建築工房

滋賀県高島市マキノ町牧野 480

京都府

公正産業（株）

京都府福知山市夜久野町額田 633-1

京都府

潮田工務店（株）

京都府南丹市園部町船坂保田 45 番地

京都府

（株）小林工務店

京都府京都市上京区一条通大宮西入鏡石町 36

大阪府

広和建設（株）

大阪府高槻市梶原 6-10-5

大阪府

田原建設（株）

大阪府枚方市南楠葉 1-14-14

兵庫県

（有）結城建設

兵庫県赤穂市山手町 7-7

兵庫県

（有）結城建設 姫路営業所

兵庫県姫路市下手町 1-5-25

奈良県

（株）前昌建設

奈良県北葛城郡広陵町馬見北 4-12-7

和歌山県

A（エー）ホーム

和歌山県紀の川市久留壁 180

鳥取県

（株）アート建工

鳥取県米子市上福原 2 丁目 8-35

鳥取県

（株）アート建工 西福原展示場

鳥取県米子市西福原 6 丁目 960-3

鳥取県

（株）アート建工 境港展示場

鳥取県境港市清水町 858-16

島根県

（有）大廣建設

島根県松江市馬潟町 341-4

島根県

(有)大廣建設 西津田店

島根県松江市西津田 6 丁目 1 番 43 号

島根県

岩成工業（株）

島根県出雲市大社町杵築西 1892

広島県

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

広島県

（有）ラーバン

広島県広島市佐伯区五日市町大字石内 943-1

徳島県

ラッフルズホーム（株）

徳島県徳島市東吉野町 2-45-9

徳島県

ラッフルズホーム（株） 本社展示場

徳島県徳島市東吉野町 3-30-65

徳島県

ラッフルズホーム（株） 国府展示場

徳島県国府町観音寺字屋敷 473-6

香川県

（株）ロータリーハウス

香川県高松市多肥下町 1593-9

香川県

（株）ロータリーハウス 春日展示場

香川県高松市春日町 404 番地 1

香川県

（株）ロータリーハウス 上林展示場

香川県高松市上林町 30 番地 8

愛媛県

オクトハウス（株）

愛媛県松山市松末 1-6-26

愛媛県

東建設（株）

愛媛県大洲市菅田町菅田甲 1134-1

福岡県

(有)メイクハウス

福岡県大川市大字向島 2612 の 2

福岡県

（株）へいせい

福岡県糸島市前原西五丁目 1-31

佐賀県

（株）クレセントホーム

佐賀県佐賀市神野東 2 丁目 5-17

佐賀県

（株）クレセントホーム 鳥栖支店

佐賀県鳥栖市蔵上 4 丁目 103

佐賀県

（株）共栄

佐賀県伊万里市山代町楠久津 177-28

