2019 年（令和元年）9 月 25 日
株式会社アキュラホーム

“災害に強い家” “全館空調の家“ など
安全・安心を実現する住まいを普及価格帯で発売
～暮らしを楽しむミレニアル世代向け商品も多数ラインナップ～
「SABM（スマートアライアンスビルダーメンバー）」（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、9 月 13 日（金）に災害に強い家、また全館空調の家、高性能の家など、安全・安心を実現する住まいを発売しまし

た。また、ライフスタイルに合わせて理想の住まいを実現するミレニアル世代向け商品を合わせて発売します。
全館空調の家『ミライのおうち S』は、春に発売した全館空調＋電気自動車による蓄電池機能を搭載した『ミライの家
Rei』の好評を受け、普及価格を実現したものです。また災害に強い家『ミライのおうち』も引き続き発売いたします。
●令和時代の新スタンダード『ミライのおうち』を普及価格で
『ミライのおうち』は、全館空調と太陽光発電に電気自動車
（日産リーフ）を標準搭載しています。災害による停電時でも、
自家発電と蓄電機能により安心に生活でき、さらに全館空調に
より住まいのどこにいても快適に過ごせる、令和時代の住まい
の新スタンダードといえる住まいです。
このモデル棟を体験した方々からは、「停電時でも普段とほ
ぼ変わらない生活ができることに驚き！」「全館空調なら冷たい
風が直接当たらないので、子供にも安心」「エアコンと違って、音
が静か」「高齢の親にもヒートショックなどの心配がない」といっ
た多くのお声を聞くことができました。
新商品『ミライの家Ｓ』外観イメージ

～以下、SABM 加入ビルダーのみ販売商品～
今回、この『ミライのおうち』のコンセプトをさらに進化させた商品を発売いたします。
その商品とは、『ミライのおうち S』。ZEH の高い省エネ性能に加え、快適な住環境を実現する全館空調システムを搭
載した新時代の住まいです。季節に左右されることなく、24 時間 365 日ちょうどよい室温を保ち、心地よい生活が実現しま
す。春に発売した『ミライのおうち』の好評を受け、全館空調の家『ミライのおうち S』の普及価格での販売を実現しました。
また、『ミライのおうち』も引き続き発売いたします。
●暮らしを楽しむニーズに応える『住みごこちのいい家 R』も同時に登場
高い省エネ性能を持つ ZEH 仕様でありながら、住まいを自分好みにオーダーメイドできる『住みごこちのいい家 R』。昨
今は、住まいへの要望が多様化し、特に住まいの中で非日常を楽しむ世代が増えています。今回はそうしたニーズに対
応するため、合計 9 シリーズを用意しました。普及価格帯で、お客様の理想を実現していきます。（9 シリーズの内訳：高性能
の家／ホテルライクな家／シンプルモダンの家／家事がラクな家／空と暮らす家／スローライフの家／隠れ家のある家／ノルディック
スタイルの家／ふたり暮らしの家）

＜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 西口・山本
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

『ミライのおうち』・『ミライのおうち S』・『住みごこちのいい家 R』は、それぞれに極めて高い基本性能を有しながら、お客さ
まの希望や予算などに合わせて選択できるようにしています。それぞれの概要と特徴は次の通りです。

商品

『ミライのおうち』

『ミライのおうち S』

『住みごこちのいい家 R』

（SABM、ジャーブネットで販売）

（SABM のみ販売）

（SABM のみ販売）
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① ZEH 仕様の断熱性能を有し、
価格訴求力をアップ。ミライの
家 Rei の普及価格版として幅
広い客層に対応

① シンプルな仕様で価格を抑え、
様々な要望を入れても手が届く
価格を実現

気自動車付。
特徴

① ZEH＋仕様の基本スペック。創
エネ＋省エネ＋クルマの燃料費
ゼロのトリプルゼロを実現
② 全館空調で、家中いつでも快適
空間を実現

② 全館空調を搭載するフラッグ
シップ商品として登場

② ZEH 仕様の性能を有し、仕様や
価格をアレンジすることで、地域
性や世代のニーズに応える

③ 災害時でも安心の自家発電＋
自立供給を実現

参考：
●アキュラ全館空調システムで、24 時間 365 日、ずっと快適に暮らせる 『ミライのおうちＳ』
① 春のような心地よい室温を実現
冷気・暖気が天井から広範囲に届き、加えて暖気
は床下から送りじんわり暖めます。お部屋全体を
効率よく、一年中快適な温度を保ちます。
② 温度差がなくストレスフリー
室内の温度差だけでなく、居室と廊下などの非居
室との温度差を軽減。
③ 家の中には常に綺麗な空気
外気フィルターにより、花粉や粉塵、大気の汚れを
除去し、クリーンな空気のみを室内に取り込みま
す。
●ライフスタイルにこだわり、理想の住まいをつくる 『住みごこちのいい家 R』
② ホテルライクな家

一例

① 隠れ家のある家

リゾート感あふれるアウトドアリビング、豪華な
サニタリーなど、機能性に配慮しつつ生活感を

住まいのなかに、まるで隠れ家のような、秘密の空
間。大人も子供もワクワクする、自分時間を大切に

極力抑え、憧れのリゾートスタイルの暮らしを実
現します。

できる住まいです。

～SABM（スマートアライアンスビルダーメンバー）実施店一覧 ～
■SABM（スマートアライアンスビルダーメンバー）とは
「SABM」は、全国工務店ネットワーク「ジャーブネット」のなかでも先導役となる優良なビルダーで構成され、アキュラホーム

創業 40 周年・ジャーブネット発足 25 周年の総決算として、9 月 1 日より新たにスタートさせた組織です。
新組織「SABM」は、1998 年に設立した工務店組織「アキュラネット」（現ジャーブネット）の“永代ビルダー塾”による経営支援

強化だけでなく、企業経営に必要な資源を提供し、賢く連携することで、「日本一のホームビルダー集団」を目指します。ミ
ッションは、「世界に誇れる住環境をつくる」とし、推進してまいります。

都道府県

社名

住所

福島県

㈲住まい倶楽部

福島県いわき市泉町 5 丁目 8-11

栃木県

㈲大紘建設

栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺 2361-17

東京都

プレストファーレ㈱

東京都足立区東伊興 3-4-8

静岡県

㈱クラス浜松店

静岡県浜松市東区松小池町 321

静岡県

㈱福工房

静岡県藤枝市前島一丁目 3 番 1 号 ホテルオーレ藤枝 4 階

愛知県

㈱オカザキホーム

愛知県岡崎市大樹寺 1 丁目 5 番地 20

福岡県

ウィズホーム㈱

福岡県古賀市千鳥 1-2-7

～ジャーブネット（JAHBnet）実施店一覧 ～
※ジャーブネット（JAHBnet）においては、「ミライのおうち」のみの販売となります。
■ジャーブネット（JAHBnet）とは
「ジャーブネット」は、全国 206 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 1994 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、1998 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。

都道府県

社名

住所

北海道

㈱健名工建

北海道空知郡上富良野町宮町 3-10-21

山形県

㈲ＧＮＩホーム

山形県鶴岡市大岩川字家の平 64-2

茨城県

㈱創森住宅

茨城県石岡市石岡 13462-20

茨城県

㈱福の家

茨城県つくば市二の宮 2-13-25

茨城県

㈱カイテキホーム

茨城県つくば市筑穂 2-3-1

茨城県

㈲アミカブルサービス

茨城県稲敷郡阿見町島津 527-1

茨城県

アミカブルサービス モデルハウス

茨城県稲敷郡阿見町島津 4105-5

群馬県

㈱浦野建設

群馬県高崎市下斎田町 393-3

群馬県

㈱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

㈱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

群馬県

パステルホーム㈲

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

群馬県

パステルホーム「新前橋展示場」

群馬県前橋市古市町 303 付近

千葉県

平林建設㈱

千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1

千葉県

㈱CLE 総合研究所

千葉県流山市大字東深井 102-1

東京都

セダー建設㈱

東京都大田区上池台 3-18-1

神奈川県

松栄建設㈱

神奈川県横浜市港北区仲手原 1-27-13

福井県

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

山梨県

㈱エスティケイ

山梨県甲府市飯田 2 丁目 4 番 1 号

長野県

大井建設工業㈱

長野県北佐久郡御代田町馬瀬口 1670-74

岐阜県

太陽建設㈱

岐阜県安八郡神戸町川西 56

愛知県

㈱緒方建設

愛知県海部郡大治町大字西條字狐海道 220

愛知県

大治西條Ⅶモデルハウス

愛知県海部郡大治町大字西條土井ノ池 26-1

愛知県

㈱鈴木工務店

愛知県津島市古川町 2-48

京都府

潮田工務店㈱

京都府南丹市園部町船坂保田 45 番地

大阪府

㈱前昌建設

奈良県北葛城郡広陵町馬見北 4-12-7

大阪府

田原建設㈱

大阪府枚方市南楠葉 1-14-14

大阪府

広和建設㈱

大阪府高槻市梶原 6-10-5

兵庫県

但南建設㈱

兵庫県朝来市山東町滝田 148-1

和歌山県

A（エー）ホーム

和歌山県紀の川市久留壁 180

島根県

今井産業㈱

島根県江津市桜江町川戸 472-1

広島県

トヨキタホーム

広島県東広島市河内町中河内 643-1

広島県

㈱ラーバン

広島県広島市佐伯区五日市町石内 943-1

福岡県

㈲メイクハウス

福岡県大川市大字向島 2612 の 2

宮崎県

㈱川上建築

宮崎県東諸県郡国富町大字森永 1659-1

宮崎県

パークビィラ佐土原モデル

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字 3992-14

沖縄県

HARMO design

沖縄県豊見城市豊見城 199 番地 Ｃ-2

