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株式会社アキュラホーム
ゼ ッ チ

未来基準の仕様、デザインを追求「未来の住まい ZEH」発売
太陽光発電 7.25kW 搭載、ご入居者様の“選んでよかった”アイテムで、暮らしをさらに豊かに

全国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 9 月 16 日
（土）～12 月 25 日（月）まで、全国一斉フェア「豊かな暮らしデザイン
フェア」を開催し、
「未来の住まい ZEH（ゼッチ）
」を販売します。太陽
光発電 7.25kW を搭載した ZEH（ネットゼロエネルギーハウス）仕様に
加え、ワンランク上のデザインを実現します。また、実際に家を建てたご
入居者様から意見を収集した人気の家事ラクアイテム、最新設備で、毎日
の暮らしをさらに豊かにします。
未来の住まい ZEH 外観イメージ :太陽光発電 7.25kW

■未来基準の仕様
―国の基準を超える高性能＋ZEH 基準の高スペック仕様
暮らしで使用する電気エネルギーが実質ゼロの住宅である
"ZEH"には、外気温の影響を受けにくく、高い省エネ効率で
快適な生活が送れるほか、災害時でも電気、水を確保できる
など、メリットが多くあります。
「未来の住まい ZEH」では、太陽光発電 7.25kW を標準
搭載し、さらに樹脂複合サッシ（アルゴンガス入り）
、オール
電化住宅、省令準耐火構造とすることで ZEH 仕様の資産価
値の高い住まいを期間限定特別仕様で販売します。また、構
造計算の義務付けがない住宅においても、全棟構造計算を実
施することで、安心安全な住まいをご提供します。

搭載、延床面積 109.72 ㎡
※イメージ写真と異なる場合があります。

太陽光パネル 7.25kW

樹脂複合サッシ

オール電化住宅

（アルゴンガス入り）
■未来基準のデザイン―高い住宅性能に加え、優れたデザイン性も標準仕様
豊かな暮らしを実現するために、凹凸のある素材が陰影を表現するワンランク上の上質な外壁材を標準仕様と
し、高級感ある外観をつくります。 室内は天然木フロアを採用し、木のぬくもりがある空間に仕上げます。ま
た、天井の一部を高くするなど、居室にゆとりと開放感をもたらし、広々とした空間を演出します。

■ご入居者様の「いいね！」アイテムで暮らしをさらに豊かに
ご入居者様から「本当に良かったもの」を集め、子育て家族や共働き夫婦が選んだベストアイテム、家事の負
担を減らす家事ラクアイテム、美しさと機能を兼ね備えた最新の仕様や設備など、毎日の暮らしがさらに豊かに
なるアイテムを自由にお選びいただけます。
政府は「エネルギー基本計画」において、
「住宅については、2020 年までに標準的な新築住宅で、2030 年までに
新築住宅の平均で ZEH の実現を目指す」とする目標を設定しており、2030 年に向けて ZEH の家が広がってい
ます。アキュラホームは ZEH 仕様である「MIRAI ZEH」を販売することで、環境に貢献するとともに、住む
人の経済的負担軽減に寄与する住まいを提供していきます。

＜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

■ジャーブネット（JAHBnet）とは
ジャーブネットは全国 249 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。
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～ 「豊かな暮らしデザインフェア」実施店一覧 ～
社名
住所
（株）健名工建
北海道空知郡上富良野町宮町 3-10-21
三井国土開発（株）
北海道室蘭市八丁平 4-17-10
（株）協和
青森県青森市荒川字柴田 281-8
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
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
（株）カネソ曽根建業
宮城県仙台市泉区八乙女 4-9-7
（株）建北社
山形県村山市楯岡新町一丁目 16-3
光建設（株）
福島県本宮市本宮字戸崎 7-1
（有）すまい倶楽部
福島県いわき市泉町 5-8-11
パステルホーム(有)
群馬県高崎市福島町 802-4
パステルホーム「アン・ティーナ」
群馬県高崎市棟高町 1343-1
（株）浦野建設
群馬県高崎市我峰町 50-2
（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
（株）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
塚本産業（株）
栃木県真岡市荒町 57-18
（株）うらら
茨城県つくば市二の宮 2-13-6
平林建設（株）
千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1
平林建設（株） ZEH モデル展示場
千葉県夷隅郡大多喜町猿稲 378-1
（株）CLE 総合研究所
千葉県流山市大字東深井 102-1
辻住宅（株）
千葉県旭市イ-2664-1
三浦建設（株）
千葉県南房総市和田町海発 1518-3
（株）リバティホーム
東京都江戸川区西小岩 3-21-30
（株）リバティホーム 3 階建モデルハウス
東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-12
（株）リバティホーム 2 階建モデルハウス
東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-17
（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
（株）桧山建工
東京都大田区大森北 1-22-13
さつま建設（株）
東京都大田区新蒲田 3-28-10
（有）和田工務店
埼玉県久喜市栗橋東 3-10-1
（株）コラム建設
神奈川県秦野市鈴張町 1-34
松栄建設（株）
神奈川県横浜市港北区仲手原 1-27-13
（株）福工房 藤枝展示場
静岡県藤枝市田沼 5 丁目 1-27
（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
（株）福工房 掛川展示場
静岡県掛川市宮脇 1 丁目 2-6
（株）福工房 浜松展示場
静岡県浜松市東区下石田町 1823-1
静岡県富士市今井 348-4
（株）福工房 富士展示場
（SBS マイホームセンター富士展示場）
（株）アッシュホーム
愛知県稲沢市下津長田町 77 番地
（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
（株）緒方建設
愛知県海部郡大治町大字西條字狐海道 220 番地

愛知県
愛知県

大治西條分譲モデル
（株）鈴木工務店

石川県

キャロットホーム/株式会社駒沢建工
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兵庫県
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キャロットホーム 子どもと暮らす家
金沢上荒屋モデル
キャロットホーム 10 年後を見据えた
平屋の家 小松駅東モデル
キャロットホーム 暮らしの質を高める
女性目線の家 白山倉光モデル
キャロットホーム 新商品 CASA CAROTA 金沢
（株）すまいるほーむ
経堂展示場
フジホーム 富士良建設（株）
大井建設工業（株）
（株）ウイニングホーム
Yy ハウジング（株）橋本
（株）青谷建築工房
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
（株）フジケンホーム
（株）上村工務店
（株）上村工務店 伊勢営業所
（株）上村工務店 いえとち本舗伊勢志摩店
（株）上村工務店 リフォームアウトレット
伊勢志摩店
広和建設（株）
田原建設（株）
（株）前昌建設
潮田工務店（株）
（有）結城建設
（有）結城建設 姫路営業所

兵庫県

前川建設（株）
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A（エー）ホーム
トヨキタホーム
（株）ラーバン
（株）アート建工
トコスホーム 西福原展示場
（株）アート建工 境港展示場
（有）大廣建設
（有）大廣建設 西津田店
今井産業（株）
（株）ロータリーハウス
（株）ロータリーハウス 春日展示場
（株）ロータリーハウス 上林展示場
ラッフルズホーム（株）
(有)メイクハウス

愛知県海部郡大治町大字西條字七反田 18-7
愛知県津島市古川町 2-48
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
石川県金沢市上荒屋 1-203-1
石川県小松市沖町 1 番 7
石川県白山市倉光西 2 丁目 14 番地
石川県金沢市八日市出町 891
富山県富山市中川原 334 番地
富山県富山市経堂新町 6-62
福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口 1670-74
岐阜県羽島郡岐南町平島 4-23-1
岐阜県各務原市那加大東町 61-2
滋賀県高島市マキノ町牧野 480
三重県伊賀市猿野 1238
三重県伊賀市四十九町 1850 番地
三重県四日市市ときわ 2-8-9
三重県志摩市阿児町鵜方 2462-3
三重県伊勢市小俣町湯田 1514-1
三重県伊勢市御薗町王中島 797
三重県志摩市阿児町鵜方 393-1
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 4-12-7
京都府南丹市園部町船坂保田 45 番地
兵庫県赤穂市山手町 7-7
兵庫県姫路市下手町 1-5-25
兵庫県加古川市加古川町北在家 2646 番地
三洋ビル 1 階
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
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内 943-1
鳥取県米子市上福原 2 丁目 8-35
鳥取県米子市西福原 6 丁目 960-3
鳥取県境港市清水町 858-16
島根県松江市馬潟町 341-4
島根県松江市西津田 6 丁目 1 番 43 号
島根県江津市桜江町川戸４７２－１
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
香川県高松市上林町 30 番地 8
徳島県徳島市東吉野町 2-45-9
福岡県大川市大字向島 2612 の 2
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幸光技建（株）
（株）クレセントホーム
（株）クレセントホーム 鳥栖支店
（株）共栄
HARMO design

福岡県筑紫野市杉塚 1-1-26
佐賀県佐賀市神野東 2 丁目 5-17
佐賀県鳥栖市蔵上 4 丁目 103
佐賀県伊万里市山代町楠久津 177-28
沖縄県豊見城市豊見城 199 番地 Ｃ-2

