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省エネ住宅ポイント制度のお知らせ
平成26年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」において、

省エネ住宅に関するポイント制度の実施が位置づけられました。

<エコ住宅の新築>
　１戸あたり300,000ポイント

<エコリフォーム>
　１戸あたり300,000ポイントを上限とする。

※ただし、耐震改修を行う場合は
　１戸当たり450,000 ポイントを限度とする。

エコリフォーム対象 工事内容

■窓の断熱改修 …内窓設置、ガラス交換など

■外壁/屋根/天井/床の断熱改修

■設備エコ改修 …節水型トイレ、高効率給湯機など

■バリアフリー改修　■耐震改修   etc...

▼

★それぞれ項目ごとにポイント数が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい！

◆交換できるサービス・商品◆

①商品交換 …省エネ商品や地域産品、全国で使える商品券など

②即時交換 …対象工事に追加で実施する工事費に充当

◆対象期間◆
平成26年1月27日以降の工事請負契約を対象とし、
予算の執行状況に応じ締め切り

詳しくは弊社へお問い合わせ下さい！【最大45万円相当のサービス・商品と交換！】

省エネ住宅ポイント制度とは、省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図ることなどを目的とし、
一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。

省エネ住宅ポイント事務局ホームページ
　http://shoenejutaku-points.jp/

今回は、節水に特化した住宅設備機器をご紹介します。

（※遅くとも、平成27年11月30日までには締め切り）

公共工事の施工事例

一之江小学校給食室増築工事を行いました。

「一之江小学校 給食室増築その他工事」
  ■工期：平成26年7月～平成27年3月
  ■主な工事内容…給食室増築、手洗所解体、小荷物専用昇降機工事、避難通路の改造工事

工事概要

また、右記の住宅エコポイント制度において、
節水商品への交換工事がポイント発行の対象になっています。
この機会にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。

学校関係者様、近隣の皆様には、工事中ご迷惑をお掛けいたしましたが
ご協力を頂き、ありがとうございました。

▲校舎西側に給食室を増築しました。

 before

内部

 after ▼手洗所を撤去し、
　給食を各階へ運ぶ昇降機を取付けました。

 

その他の水廻りエコ商品

■節水型トイレ

【例：ネオレスト/TOTO】

水まわりは毎日使うものだから、
日々の積み重ねが大きな差になります。
設備を賢く選んで節水・節電・省エネにつなげましょう♪

【例：エアインシャワー/TOTO】

■節水型シャワー

■節湯水栓 ■高断熱浴槽

ネオレストは1回当たりの洗浄水量
わずか3.8Lの超節水を実現。

毎日ふつうに使っているだけで、
簡単にエコできます。

13L従来品

ネオレスト床排水

3.8L
1年間で、お風呂200杯以上の

水を節約できます。

240L浴槽 × 約236杯分の節約！

湯水に空気を含ませることで、
湯水の一粒一粒を大粒化。

節水しながらも、
たっぷりの浴び心地が体感できます。

空気

空気

従来シャワー エアインシャワー

最適流量でシャワーを使用した場合、
1回の入浴でのお湯使用量は…

10Ｌ/回 6.5Ｌ/回

従来より約35％
節水しながら

心地よい
浴び心地を実現。

▲

【ネオレスト施工例】

▲

【エアインシャワー施工例】

[ UB：TOTOサザナ ] [ UB：TOTOサザナ ]

【例：サーモバス/LIXIL】

保温仕様の浴槽。
４時間後の温度低下を
わずか2.5℃以内に抑えるので
追い炊きの回数を減らせます。

保温材

【例：エコハンドル/LIXIL】

レバーハンドル正面の位置で水を出す
省エネ設計。お湯を無意識に使うことが
なく、無駄な給湯エネルギーを使いません。

従来 ▲

湯

混合 水
水

混合

湯

夏本番までもう少し！
夏バテしないよう、今から体力づくりに努めましょう。



今回の料理現在 工事中の物件

現場見学可能です！ご連絡下さい（担当：向井・安川）

このほかにも工事中物件はまだまだあります！

増殖中♪

夢つくります　スイコウ 夢つくります　スイコウ

建物は命を守る場所　スイコウ

夢つくります　スイコウ

リフォーム物件

耐震補強物件

作成者：工藤
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公共工事物件

本社

そうめんのアレンジレシピ♪そうめんのアレンジレシピ♪

 

新築物件

 

建物は命を守る場所　スイコウ

一之江第二小学校屋内運動場耐震工事

江戸川区一之江　10月完成

Ｈマンション　耐震補強工事

葛飾区　5月完成

Ｈ様邸　改修工事

墨田区　6月完成

お好きな野菜を足してアレンジも！お好きな野菜を足してアレンジも！
かんたん調理でかんたん調理で

さっぱり食べられます♪さっぱり食べられます♪

Ｈ信用金庫様　外壁補修工事

江戸川区西瑞江　5月完成

Ｊビル　改修工事

江戸川区南小岩　5月完成

Ｎ社様ビル改修工事

江戸川区西瑞江　6月完成

３　ボウルに １ のミニトマト、Ｂを入れて
    軽くつぶすようにもみ、水分が出てきたら
    Ｃと 2 のにんにくオリーブオイルを
    加えて混ぜ合わせる。

イタリアン風トマトそうめん

作 り 方

 

 

・そうめん　　　   …　3束
・ミニトマト　　   …　20個
・にんにくの
　みじん切り 　　  …　2片分
・オリーブオイル　 …　大さじ2
・鶏がらスープ　　 …　小さじ1
・塩　             …　小さじ1/2
・水               …　1/2カップ
・めんつゆ
　(3倍濃縮タイプ)  …　大さじ3
・こしょう　　　　 …　少々
・青じそのせん切り …　適量

<２人分>

１　ミニトマトはヘタを取り、
　　４つ割りにする。
 

５　器に盛り、 3 をかけ、
　　好みでこしょうをふり、しそをのせる。  

 

次号は　 　　　　　　　　 　を特集します！

材  料

２　フライパンにＡを入れて弱火にかける。
    にんにくが薄く色づいたら火を止め、
 　 粗熱を取ってにんにくオリーブオイル
　　を作る。

４　そうめんは好みのかたさにゆで、
    冷水にとって冷まして水気をきる。
  

Ａ

Ｂ

Ｃ

 before

壁で間仕切られていたキッチン。

お客様 〈今回は江戸川区 Ｕ様邸の改修工事です〉 

お客様の声

◆リフォームのきっかけ◆◆リフォームのきっかけ◆

「子供の成長に伴って使い勝手良く、
　団らんもできる空間にリフォームしたい。」

◆リフォームの感想◆◆リフォームの感想◆

▼

キッチンを間仕切っていた壁を取り払い、
広々とオープンな対面キッチンに。
床材は耐久性に優れる
アカシアの無垢材で仕上げ、
特徴的でありながら落ち着いた雰囲気に。

▼ オリジナルで製作したタイル張りの
洗面化粧台。お子様達の成長を考慮して
既存よりも幅を広く確保しました。

▼

[ウッドワン スイージー]

こだわりの無垢の木のキッチン。
ニュージーパインの框扉と
スタイリッシュなステンレスの天板の
組み合わせは、あたたかみと重厚感が
感じられます。▼

 afterマンション 
水まわり,子供部屋等 改修工事

▼
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7/26（土）～27（日)　古川まつり
古川親水公園
二之江神社境内場

海の日

日比谷公園
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6 JUNE
水無月

JULY
文月

夏至父の日

25日…17：00～21：30
26日…10：00～21：30

 08：30～16：00
（参加費：大人1,000円）
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