【冷熱・給湯】Ｅ－１
【商品名】

ハイブリッド･ファン ファースト ＨＢＦ－Ｆ
【仕様説明】
天井の空調機に取付けるだけで、エアコンの直撃風を解消。空調効率
がアップし、電気代が節約できます。30,650 円(税抜)
取付可能：天井カセット型エアコン
(正方形タイプ、950mm 角 760mm 角に対応)
カラー：羽根･スポーク部/シルバー、センターメンバー部/ホワイト
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
1.①エアコンの直撃風を拡散、解消 ②.オフィスの労働環境を改善 ③.冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効果が向上
④.温度設定を 1℃~３℃変更でき、電気代の削減 ⑤.CO2 削減 ⑥.エアコンの風力で動くので電気代は一切不要
2.ハイブリッド･ファン導入前後で、電気料金削減年間 7,344 円、CO2 排出量削減年間 104.9kg を削減 (1 馬力の
エアコン冷房能力 2.8kw を 1 年間 1 台分のコスト削減及び CO2 排出削減量、5 馬力のエアコンを使用した時は
5 倍の削減効果が得られます所用電力 0.75kw/ｈ×8 時間(1 日)×30 日×12 ケ月×稼働率 68%、電気単価 25
円/kwh、CO2 排出係数は 1kw/h=0.357kg を使用、数値データは、株式会社潮 調べ)
【取扱店・購入方法】
株式会社 ウチダビジネスソリューションズ

【情報元】
団体名：株式会社 ウチダビジネスソリューションズ
担当者：総務課 橋本
TEL：077-522-7575
FAX：077-522-0995
E-mail：info@uchida-bs.co.jp

【冷熱・給湯】Ｅ－２
【商品名】

家庭用燃料電池コージェネレーションシステ
ム
「エネファーム type S」
【仕様説明】
■燃料電池発電ユニット 191－AS05 型
寸法（ｍｍ）：高さ 1195×幅 780×奥行 330
■排熱利用給湯暖房ユニット 136－N360 型
寸法（ｍｍ）：高さ 750×幅 480×奥行 240
■インターホンリモコンセット
138－N411 型
本体＋リモコンセット 現金標準価格 2,138,400 円
（税込）
※平成 29 年度 国からの補助金が適用予定です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
クリーンエネルギーである天然ガスの可能性が、燃料電池によってさらに広がります。
天然ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させることで、エコな電気と同時に熱を同時に生み出す
「エネファーム」。電気を使用するご自宅で発電するマイホーム発電なら、エネルギーのムダを減らします。ご自
宅で発電する「エネファーム」なら、排熱を給湯などに使えるので、エネルギー利用率は約 87％に。エネファー
ムをご家庭に導入することで、1 年間に約 1.7ｔ※もの CO2 を減らすことができます。その量は杉木の本数で換
算すると約 125 本に相当。又、太陽光発電とのＷ発電ならば、更に CO2 削減に大きく貢献できます。
※従来給湯暖房システム＋火力発電との比較
【情報元】
【取扱店・購入方法】
新築・リフォームのご相談：大阪ガス ディリパ草津
草津市西大路町 5-34 TEL 077-566-0956
電話でのお問い合せ

団体名：大阪ガス 株式会社 滋賀地域共創チーム
担当者：嶽釜
TEL：077-566-0950 FAX：077-565-2776
E-mail：s-takegama@osakagas.co.jp
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【冷熱・給湯】Ｅ－３
【商品名】

省エネ給湯器「エコジョーズ」
【仕様説明】
エコジョーズは、ガス給湯器、ガスふろ給湯器、ガス給湯暖房機とお客
さまの用途、お住まいにあわせて様々なタイプをご用意しております。
詳細については、下記までお問い合せください。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
省エネ給湯器エコジョーズは、給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱まで
お湯づくりに再利用。給湯効率 95％※1、暖房効率 89％※2 という高効率を実現しました。省エネルギーだから、
光熱費がグンとおトク。CO2 削減、地球温暖化防止にも貢献します。
※1 235-N360 型／24 号能力時の数値を示します。 ※2 235-N360 型／暖房低温時の数値を示します。
CO2 削減量 年間約 240.5ｋｇ・CO2 （当社従来同等製品と 235-N360 型とのモデルケースでの比較）
【情報元】
【取扱店・購入方法】
新築・リフォームのご相談：大阪ガス ディリパ草津
草津市西大路町 5-34 TEL 077-566-0956
電話でのお問い合せ

団体名：大阪ガス株式会社 滋賀地域共創チーム
担当者：嶽釜
TEL：077-566-0950 FAX：077-565-2776
E-mail：s-takegama@osakagas.co.jp

【冷熱・給湯】Ｅ－４
【商品名】

スマート・ｅ・セーバー（デマンドコントローラー）
【仕様説明】
デマンドのピークカットをはじめ、エアコンをきめ細かく制御でき気づ
かれることなく節電が可能です。ＬＡＮ対応で遠隔監視・データー収
集・遠隔操作か可能になりました。
定価：オープン（機器代の他に工事費、設定費が必要です）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
時間分割制御方式（特許技術）により空調設備を自動制御することで、確実にピークカットが行えます。
30 分先の使用電力を予測しデマンドコントローラーが影響の少ない箇所から室外機を自動で停止・再運転を行い
ます。
（プログラム設定が必要）
警報タイプと違い、エアコンのスイッチを消して回る必要はありません。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 ヨシダヤ
滋賀県高島市今津町今津 1596-1
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
URL：http://www.yosidaya.co.jp/

団体名：株式会社 ヨシダヤ
担当者：木原 昌也
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
E-mail：kihara@yosidaya.co.jp
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【冷熱・給湯】Ｅ－５
【商品名】

太陽熱利用給湯システム（家庭用＆業務用）

家庭用

【仕様説明】
太陽熱をそのまま熱として活かし、お湯を沸かします。電気、ガス、石
油の消費量と光熱費の削減ができます。災害時にも役立ちます。

○家庭用機種には、お風呂専用のもののほか、既存の給湯器と連結して
台所や洗面などにも使えるものがあります。
○業務用機種は、福祉施設や宿泊施設、病院、美容院、飲食店など、お
湯を多く使われる施設に向いています。（条件により、県や国の補助制
業務用
度も使えます。県：1/3 国：1/2 または 1/3）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
○太陽光発電と比べて小面積なため、使用する資源が少ないです。投資コストも小さいです。
（理由－太陽光発電と比べてエネルギーの利用効率が高いため 太陽光：約 10～15％ 太陽熱：約 30～50％）
○木質燃料の給湯器と併用すれば、熱源に石油もガスも電気も一切使わない給湯が可能です。
【取扱店・購入方法】
特定非営利活動法人
碧いびわ湖
TEL：0748-46-4551
http://aoibiwako.shiga-saku.net/
担当 村上

【情報元】
団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖
担当者：村上 悟
所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地
TEL：0748-46-4551
FAX：0748-46-4550
E-mail：info@aoibiwako.org

【冷熱・給湯】Ｅ－６
【商品名】

ペレットストーブ
【仕様説明】
サイズ
暖房能力

約 48 センチ×58 センチ・高さ 90 センチ～
6 畳～60 畳（25 坪）くらいまで

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
製材所から出る

廃材を使いエネルギーの地産地消を目指しています。

◎15 畳以上のリビング・ダイニングルーム
◎玄関に設置して、廊下や２階など、全体に

◎吹抜けのある 20 坪くらいの住宅全体に
◎25 坪までのレストラン・カフェや事業所・教室などに

【取扱店・購入方法】
ずっとわくわく暮らしたい

【情報元】
株式会社 ベストハウス

団体名：株式会社 ベストハウス

滋賀県栗東市小野 1007-3

担当者：吉本

電話 077-552-6955

TEL：077-552-6955

FAX077-552-6775

URL : http://besthouse.cc

智
FAX：077-552-6775

E-mail：yumeusa3@gmail.com
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【冷熱・給湯】Ｅ－７
【商品名】

森のおくりもの

ポカポカペレット

【仕様説明】
ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ用
10Kg

木質燃料

￥540(税込)

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
ペレットの原料は当社製材所からでた木材の削りかすが主で、ペレットに加工することでそれまで廃棄処分され
ていたものが燃料に再生されるので、環境汚染物質の削減、省資源、再生材料の利用、リサイクル可能性を満た
しており、原料の樹木は成長過程で CO2 を吸収するので燃焼時に出る CO2 はカウントされない(カーボンニュー
トラル)であり、原料集めから製造配達まで限られた地域での営業となるので輸送コストもかからず、CO2 削減
に貢献できています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

湖南市.甲賀市の JA の直売所(花野果市)
当社

冬季のみ

団 体 名：有限会社 山本材木店

有限会社 山本材木店

ご担当者：青木

みどり

湖南市西寺 2-4-13

TEL：0748-77-3697

FAX：0748-77-4026

配達も承ります(地域により要相談)

E-mail：zaimoku@trust.ocn.ne.jp

【冷熱・給湯】Ｅ－８
【商品名】

薪ストーブ
【仕様説明】
サイズ
暖房能力

約 48 センチ×58 センチ・高さ 80 センチ～
6 畳～60 畳（25 坪）くらいまで。煙の問題や掃除、薪の確

保など、薪ストーブ歴 20 年以上のスタッフによるアドバイスで安心し
て設置可能です。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
石油等化石燃料は自分で作ることは不可能だが薪は自給可能でエネルギーの地産地消が実現できる。
電気を使わない。
火のある暮らし・炎が見える暮らしは心身とも癒される。
【取扱店・購入方法】
ずっとわくわく暮らしたい

【情報元】
株式会社 ベストハウス

団体名：株式会社 ベストハウス

滋賀県栗東市小野 1007-3

担当者：吉本

電話 077-552-6955

TEL：077-552-6955

FAX077-552-6775

URL : http://besthouse.cc

智
FAX：077-552-6775

E-mail：yumeusa3@gmail.com
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【冷熱・給湯】Ｅ－９
【商品名】

AIR WING Pro
（エアウィングプロ）
【仕様説明】
天井埋め込みタイプ、天吊りタイプ、壁面
吹き出しタイプ、床置きタイプ どのタイ
プにも対応
冷暖房共用

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
取付けは簡単ワンタッチです。
アーム部分が前後１８０度、さらに上下も大きく動かせるので風向き設定も自由自在です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 ヨシダヤ
滋賀県高島市今津町今津 1596-1
TE：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
URL：http://www.yosidaya.co.jp/

団体名：株式会社 ヨシダヤ
担当者：木原 昌也
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
E-mail：kihara@yosidaya.co.jp
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