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【住宅・設備】Ｉ－１ 

  

【商品名】 

都市の住まいの新提案、～ひろがる、つながる、楽しい家～ 

     「STEP BOX クロスフロアのある家」 

【仕様説明】 

 

天井や床の高さに変化をつけ、住空間を多層に交差させることで、限

られた空間に光と風を導き、更に層をまたいで視線が伸びることで、

想像以上に空間の広がりを実感することができます。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 
 

特徴は、都市部においても日当たりや風通しを得ることができる 2 階リビングの床をちょうど良い高さに下

げることで、天井の高いのびのびとしたリビング空間を設けることです。リビング下（1 階）の空間は、床

を下げることで“こもり感”のある隠れ家的な部屋としました。リビング空間が層をずらして設置されている

ことで、1 階からも 2 階からも視線が繋がり、コンパクトな家とは思えない広がりを感じることができます。

全ての空間を仕切りの無い連続空間とすることで、南側の大開口部から注ぐ光と風が家中をめぐります。ま

た、1 階の各空間は、引き戸で仕切れば落ち着いた個室となり、開ければ大空間に繋がることでどこにいて

も家族の気配を感じられる、融通性の高い空間としています。これらの工夫により、家中のあらゆる場所で

居心地の良い居場所を見つけることができます。 コンセプトモデルの延床面積は 118.16m2（35.8 坪）で

すが、コンパクトな建物とは思えない、豊かな空間を実現しています。 

【取扱店・購入方法】 

 

旭化成ホームズ 株式会社  滋賀支店 

（草津市西大路町 4-32 エストピアプラザ 2Ｆ） 

担当：内田 077-567-0666 までお問合せください。 

【情報元】 

 

団体名：旭化成住工 株式会社 本社滋賀工場 

担当者：管理部  松宮 秀典 

TEL：0749-29-9007  FAX：0749-45-3061 

E-mail：matsumiya.hc@om.asahi-kasei.co.jp 

【住宅・設備】Ｉ－２ 

 

【商品名】 

新開発オイルダンパー制震装置「サイレス（SeiRRes）」 

【仕様説明】 

重量鉄骨システムラーメン構造の３階建て住宅「ヘーベルハウス

FREX（フレックス）」に新開発のオイルダンパー制震装置「サイレス

（SeiRRes）」を新たに開発し、平成２６年５月１日より標準採用しま

す。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 
 

平成２３年に発生した東日本大震災ではマグニチュード 5.0 以上の余震が 530 回（※）も発生したことなどから、

大地震に耐えることだけではなく、繰り返し発生する余震に耐えることもより強く求められます。 
（※期間：平成 23 年３月１１日～５月１０日、出典：気象庁「平成２３年３月地震・火山月報（防災編）」 

「サイレス（SeiRRes）」搭載のフレックスは、元々ビルなどの大規模建築に採用され高い安全性が認

められてきたラーメン構造の躯体に、高層ビルなどの地震対策装置として採用されることが多いオイ

ルダンパーを戸建住宅向けに改良し標準採用しました。 

制震装置サイレスは、地震時にオイルダンパーが作動して大地震から中小の地震まで様々な地震に対

して、細やかに揺れを低減することで、大地震時に住まい手の命を守ることはもちろん、繰り返し発

生する余震による建物の損傷を抑えます。 

【取扱店・購入方法】 

 

旭化成ホームズ 株式会社  滋賀支店 

（草津市西大路町 4-32 エストピアプラザ 2Ｆ） 

担当：内田 077-567-0666 までお問合せください。 

【情報元】 

 

団体名：旭化成住工 株式会社 本社滋賀工場 

担当者：管理部  松宮 秀典 

TEL：0749-29-9007  FAX：0749-45-3061 

E-mail：matsumiya.hc@om.asahi-kasei.co.jp 
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【住宅・設備】Ｉ－３ 

 

【商品名】 

アーキテクチュアフィルム 

デコラティブフィルム 

【仕様説明】 

 

窓ガラスに貼るだけで安全性を高め、ガラスの美しさを

損なうことなく、節電･省エネルギー化に貢献。その機能

性は、多様なデーターと最先端技術によって生み出され

ました。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

飛散防止効果:JISA5759 のガラス飛散防止性能を満たしています。 

紫外線カット効果:人体的にも有害な紫外線を 99%以上カット。 

防火認定:国土交通大臣認定不燃材料（認定番号:NM-1770 NM-1771） 

環境省 環境技術実証事業:環境省が選定した、環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野に実証試験結果

が公表。 

【取扱店・購入方法】 

 

高畑産業 株式会社 

滋賀県栗東市下鈎 1169-1 

TEL：077-553-2200 FAX：077-553-6187 

URL：http//www.takahata-s.co.jp 

【情報元】 

 

団体名：高畑産業 株式会社 

担当者：石元 泰啓 

TEL：077-553-2200  FAX：077-553-6187 

E-mail：ishimoto.y@takahata-s.co.jp 

 

【住宅・設備】Ｉ－４ 

  

地下タンク   地上タンク 

【商品名】 

雨水利用システム（洗濯・トイレ・散水等）＆ 

小型雨水タンク（散水・非常用水等） 

【仕様説明】 

屋根に降る雨を集めて貯留し、毎日の暮らしの中で使います。 

 

小規模な庭の散水や雑用水利用（2～10 万円程度）から、 

洗濯やトイレなどの家屋内利用（20～60 万円程度） 

まで、ご希望の用途や、建物の条件、コストなどに合わせて、 

カスタマイズしたご提案をさせていただきます。 

業務用についてもご相談に応じます。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

○雨水は天然の超軟水なので、洗濯に使うと洗剤の使用量が減り、洗濯機につく汚れが減ります。 

（洗濯槽クリーナーの使用頻度も減らせます） 

○水道の使用量を減らすことで、間接的に CO2排出量を減らします。 

○災害時の非常用水源として役立ちます。 

※2014 年 5 月に「雨水利用推進法」が施行され、行政、事業者、国民すべてが雨水の利用に努めることが定められました。 

【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 
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【住宅・設備】Ｉ－５ 

 

 

【商品名】ゼロエネルギーを実現する日本最強のエコハウス 

「ＯＭクワトロソーラー」 

【仕様説明】 

ＯＭソーラーとは、太陽から受け取った熱をそのまま利用するパッシブ

ソーラーシステム。冬は太陽熱をそのまま利用して家中を暖め、春から

秋は太陽熱でお湯をつくります。そのＯＭソーラーに太陽電池をプラス

したのが『ＯＭクワトロソーラー』。太陽熱から快適性を、太陽光から経

済性を得ながらゼロエネルギーで暮らす家を実現します。 

●ＯＭソーラーの家は１年間で２．４トンの CO2排出を削減 

（４人家族の場合、一人一日 1.6ｋｇに相当） 

 

【取扱店・購入方法】 

 

●お電話、メールにてお問合せください。 

株式会社木の家専門店 谷口工務店（担当者：佐藤） 

TEL：0748-57-1990  FAX：0748-57-1835 

E-mail：kinoie@taniguchi-koumuten.jp 

【情報元】 

団体名：OM ソーラー株式会社 

〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛町 4601  

Tel：053-488-1700 

Fax：053-488-1701 

【住宅・設備】Ｉ－６ 

 

【商品名】 

基礎断熱『タイトモールド』 

【仕様説明】 

ＥＰＳ系断熱材（熱伝導率λ0.034Ｗ/ｍ・ｋ） 

厚み 50ｍｍ＋50ｍｍで組む断熱型枠材 

 

シロアリ保証 10年付 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

基礎外断熱工法により 1階の床の表面温度が床暖房無しで年間通して 18℃ほどに安定されます。それに伴い、床

暖房が要らなくなるため、冬場の光熱費削減にもなり、最近良くニュースになっています、「ヒートショック」に

よる被害の減少につながります。また、基礎が一体打ちになる為、床下浸水のない強靭な基礎が出来上がります。 

【取扱店・購入方法】 

 

高畑産業 株式会社 

滋賀県栗東市下鈎 1169-1 

TEL：077-553-2200 FAX：077-553-6187 

URL：http://www.takahata-s.co.jp 

【情報元】 

団体名：高畑産業 株式会社 

担当者：谷岡 克亮 

TEL：077-553-2200 FAX：077-553-6187 

E-mail：tanioka@takahata-s.co.jp 
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【住宅・設備】Ｉ－７ 

 

【商品名】  

そよ風  

【仕様説明】 

《そよ風》とは、太陽や放射冷却など、自然の力を最大限に取り入れ

た家づくりの仕組みです。  

パッシブで「心地よい住まいづくり」に貢献します。  

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」 

できるだけ機械的な手法によらず、建築的に自然エネルギーをコントロールすることで冷暖房の効果を得ようと

するのが、パッシブデザインで《そよ風》は太陽光発電（アクティブデザイン）と組み合わせて両方のいいとこ

ろを利用し「冬は暖かく夏は涼しい」を実現するシステムになります 

【取扱店・購入方法】 

ずっとわくわく暮らしたい 株式会社 ベストハウス 

滋賀県栗東市小野 1007-3 

電話 077-552-6955 FAX077-552-6775 

URL : http://besthouse.cc 

【情報元】 

団体名：株式会社 ベストハウス 

担当者：吉本 智 

TEL：077-552-6955  FAX：077-552-6775 

E-mail：yumeusa3@gmail.com 

【住宅・設備】Ｉ－８ 

 【商品名】  

国産材で身の丈にあった住まい 

【仕様説明】 

平屋 20 坪から 3 世帯住宅まで自由設計。 

滋賀県産材はもちろん日本 3 大美林「吉野」「天竜」「尾鷲」など全国の

産地と提携し、産地直送で木造建築が可能。 

自分の家に使う木材を伐採するツアーも開催 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」 

近くの木「国産材」を利用することで、経済を国内で循環させる。 

「身の丈にあった住まいづくり」小さく暮らすことを提案。無駄のない生活スタイルで部材もお金も省力化。 

身近な素材を地元の職人で施工することで 30 年 50 年先でもモノも技術の持続できるスタイルを作る。 

【取扱店・購入方法】 

ずっとわくわく暮らしたい 株式会社 ベストハウス 

滋賀県栗東市小野 1007-3 

電話 077-552-6955 FAX077-552-6775 

URL : http://besthouse.cc 

【情報元】 

団体名：株式会社 ベストハウス 

担当者：吉本 智 

TEL：077-552-6955  FAX：077-552-6775 

E-mail：yumeusa3@gmail.com 
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【住宅・設備】Ｉ－９ 

 【商品名】 

「ルミエルド・オリジナルプリント」 

（飛散防止効果あり） 
 オリジナルデザインの装飾性と防災機能で安全・安心 

【仕様説明】 

ガラスフィルムや内装用塩ビシート、壁紙などへオリジナル・

デザインでプリントしたフィルムで自由な空間づくりをお手

伝いします。 

 

ガラスの飛散防止効果もあるので、安全安心です。 

従来の既製品ではできなかった物件ごとのロット、納期対応が

可能となります。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

・最新のデジタルプリントによるオリジナルデザインでプリントするので無駄がない。 

・オンリーワンのデザイン性（企業や店舗のロゴマーク等の演出も可能） 

・プライバシー保護の目隠し効果（ホワイトインクの印刷が可能） 

・ガラス面の飛散防止機能によって商業スペースの安全・安心・快適を実現します 

 

採用例：東京スカイツリー、札幌全日空ホテル、新千歳空港国際線ターミナルビル等、店舗・ホテル・病院・ク

リニック・商業施設・オフィス空間など小スペースのパーテーション等々に。 

【取扱店・購入方法】 

◆営業担当；東京営業所 中川、遠藤 

 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9-10  

TEL：03-5651-7801  FAX：03-5641-0201 

 

◆制作本部：滋賀県長浜市川道町 759-3 

TEL：0749-72-8130 FAX0749-72-8131 

【情報元】 

団体名：新江州 株式会社 本社営業部 

担当者：営業グループ 礒谷友司 

 

TEL：0749-72-8020  FAX：0749-72-8021 

E-mail：isogai@shingoshu.ci.jp  

URL：http://www.shingoshu.co.jp/ 

ＮＥＷ 
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