高性能住宅が標準仕様、間取り内外装も
自由、相談できるデザイナーがついても
リーズナブル。
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自由な間取り

住み始めてますます実感！
お財布にやさしい当社独自
基準の高性能住宅
あなたの思い描く
ライフスタイルは
どのようなものですか？
今の住居で不便に感じて

気密性能
（C 値）

0.3
以下

断熱性能

中四国地方 -6 地域

（Ua 値）

0.4

w/ ㎡・K

いることは何ですか？

実用性×見た目

デザイン
せっかく家を建てるのなら賃貸
物件みたいな内装は嫌！だけど、
ぶっ飛んで使い勝手の悪いものは
困る。けど、何をどうすれば...？
床も壁も窓も照明も
キッチンもお風呂もトイレも
ドアも全部決めるなんて無理！
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「C値」は気密性能を表し、「Ua値」は断熱性能を示します。「C値」
も「Ua値」も数値が小さければ小さいほど、高性能です。
法律により、24時間換気が義務化され、性能を保つためには、機械
換気の中でも熱交換のできる第1種換気が必要。...ということが分かっ
たところで、私たちの住む香川県の新築性能基準はどうなっているの
でしょうか？
第3種換気

高気密・高断熱・計画換気のバ

相当すき間面積を表す値です。

住宅の気密が上がると、空気の

ランスがとれている住宅が「高性

簡単にいうと「どれくらい家にす

入れ替えを上手く行う仕組みが必

給気は換気口、排気は換気ファン

能住宅」と呼ばれます。

き間があるのか」を示した数値で

要になります。その換気を機械に

排気は換気ファンで強制的に、給

す。

よって、行うものです。

気に換気口（自然給気）を用いる

現状の住宅建築に関係する法律
はもちろんのこと、そこに住む方

C値が低ければ低いほどすき間

「機械換気」の方法には第1種、

もので省エネの考え以前の物。ト

気密性能（C値）0.5
断熱性能（Ua値）0.87
断熱性能基準は、南北に長い国土をもつ日本では、地域によって、
基準値が異なり８地域に分かれています。香川県は６地域。四国の中

々の経済面にも関わってくる住宅

が少ない家＝高気密な家であるこ

第2種、第3種の3つに分類するこ

イレやキッチンなど、臭気や熱気、 でも、高地や、南側でも異なります。

性能のお話をしていきましょう。

とになります。いかに断熱性能の

とができます。いずれも機械を用

汚れた空気が発生する場所に排気

住宅雑誌やいろんなハウスメー

高い建材を使っていたとしても、

いて空気を計画的に入れ替え、新

ファンを設置し、給気は個室や寝

カー、工務店のサイトなどに書か

すき間があってすき間風が容赦な

鮮な空気を屋内に取り込む方法で

室などの新鮮な空気を必要とする

れていることがザックリ理解でき

く吹き込んでくるような住宅だと、 す。

場所に取り付けられます。熱交換

ることをこのページの目標にして

どれだけ冷暖房を使っても快適な

が出来ず外気の影響をうけます。

います。

室温にはなりません。

第1種換気

気密性が高いとドアが開かなくな

給排気いずれも換気ファン

ったり換気されなかったりする不
具合が出ます。

あなたのお家づくりのパートナ

気密性が高い住宅は、熱が逃げ

ー探しにお役立て頂ければ幸いで

ないため少しの冷房や暖房で効率

給排気ともに換気ファン（・機械）

す。

よく室内を快適に保つことができ

を用いて、強制的に行う換気方法

ます。

のこと。給排気量を確実に確保す

一般的な住宅に用いられるのは、

るには適しています。熱交換もで

「第1種換気」と「第3種換気」

き外気の熱（冷気）を室内に持ち

です。

外皮平均熱貫流率で、どれくら
を表す数値です。

第2種換気

具体的には、住宅の内部から床、
を通過して外部へ逃げる熱量を外
皮（床、外壁、屋根（天井）や開
口部）の面積全体で平均した値で
す。
数値の評価としては、基本的に
C値と同じく、値が小さければ小
さいほど断熱性能が高いと判断す
るのが特徴です。
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準を設けています。

平成15年（2003年）7月、建築
基準法改正で、24時間機械換気
が義務化されました。

給気は換気ファン、排気は排気口
給気は換気ファンで、排気は排気
口から自然に行う換気方式。ファ
ンで強制的に給気し、押し込まれ
た空気によって室内にある空気が
排気口から自然に排出されます。
外気を入れにくくするクリーンル
ームなどで用いられ、一般住宅で

気密性能（C値）
0.3以下
断熱性能（Ua値）

0.4

計画換気

第一種熱交換換気
熱交換率80％

込みません。

い熱量が家の外に逃げやすいのか

外壁、屋根（天井）や開口部など

当社では、法定基準をクリアすることは当然ながら独自の新築性能基

気密性能は、C値が0.3以下になることをターゲットになるように設
計、施工を行っています。
断熱性能はUa値0.4を目標基準とし、設計、施工を行っています。断
熱性能に関しては、窓の数、場所、大きさなどが関係してくるため、
お客様のご要望により、目標基準値をクリアできないこともございま
す。当社目標基準値をクリアできない場合でも、国の定める基準値以
上の性能になるよう、お客様とご相談させていただきながら家づくり
を行っています。

はあまりみられません。
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エネルギーマネジメントシステム（EnergyManagement System）

「ZEHビルダー」とは、自社の受注する住宅のうちZEHが占める割

という、国際規格（ISO/DIS 50001）化されたエネルギーの管理体系

合を2020年までに50％以上とする目標（政府の政策目標としてH30年

をご存知でしょうか？様々なエネルギーの使用に関して、方針や目的、

7月に閣議決定された目標）を掲げ、SIIが認めたハウスメーカー、不

目標を設定し、計画や手順の管理を実施できるよう体系的にした仕組

動産会社、工務店などの事業者です。

みのことです。
一般社団法人

ZEHは比較的新しいスタイルの住宅なので、事業者によってはZEH
環境共創イニシアチブ（SII）は、この国際規格化さ

の知識や実績に乏しいケースも少なくありません。

れたエネルギーマネジメントシステムを基に住宅のエネルギーマネジ

ZEHビルダーではない事業者であってもZEHの建築または販売を行

メントシステムを作りました。これがHEMS（ホーム・エネマネ）で

うことはできますが、ZEHビルダーはZEHの専門的な知識や実績を持

す。

つ、いわば「ZEHのプロ」。ZEHを建てるにあたって必要なノウハウ
や、疑問や相談などにも真摯に対応してくれます。

ZEHの補助金の対象となるのは、SIIに登録されたZEHビルダーが設
計、建築または販売を行う住宅に限られます。

ZEH（ゼッチ）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは、国交省、
経済産業省、環境省の三省連携の取り組みとして、次の条件を満たし
た住宅のことです。

補助金額および上限額
①補助対象住宅／1戸当たり70万円の定額制
②蓄電システム
蓄電システムの補助額

仕様1㌗当たり3万円

蓄電システムの補助額上限

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの
導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上
で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消
費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。
引用元：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/
index03.html
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経済産業省資源エネルギー庁

省エネポータルサイト

より

補助対象経費の

1/3または30万円のいずれか低い金額
地域や規模、構造などを問わず1戸当たり70万円の定額制で、合わせて
家庭用蓄電池を設置する場合には、上限30万円が上乗せされます。
合計すると最大100万円の補助金！
当社補助金申請件数限度：４５件/年（リフォームも含む）
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ZEH普及目標と実績

具体的なZEH普及策

実績（年間建築総数）
2016年

10件

2017年

8件

2018年

7件

１
ZEHの周知・普及
に向けた具体策

目標
2019年

30％

2020年

50％

２
ZEHの
コストダウンに
向けた具体策

弊社は、日射による採光と通風

躯体、主に外皮の気密・断熱性

ZEH住宅を体感していただく、

を考慮した「パッシブ住宅」をコ

能を上げる。また、高効率の設備

完成見学会で体感していただくこ

ンセプトの家創りを進めておりま

を導入することが基本となります。 とが良いと思います。

す。

設計では、パッシブデザインを

今後は、ZEHの体感型モデルハ

現行ではシャドウチェックを行

重視し極力コンパクトにいたし、

ウスを建築し、宿泊体験をたくさ

い、効率の良い窓の配置や躯体の

敷地のシャドウチェックを行い、

んの方に行って頂きたいと考えて

気密・断熱を高め、給湯器やエア

住宅の配置・夏至・冬至の直射日

おります。

コンは効率的な設備を使用により、 光の太陽熱を考慮いたします。
省エネで健康的な家です。

実施体制
代表取締役

CEO

Ｐｏｎ＆Ｃｏｎ商店

Pon&Con Store

販促営業企画部

SP&AP4C

工務事業部

Architect & Building

３
その他の
取り組みなど

また、ZEH住宅を建てさせてい

さらに、太陽光発電システムう

ただいたお客様の光熱費や、温度

そこに、太陽光システムを加え

を設置において効率の良い創エネ

・湿度のデータを収集し、弊社の

ることで正味エネルギーを「０」

ルギー化が実現可能になるため費

ホームページに掲載させていただ

にするZEHの住宅になります。

用を抑えることができます。

こうと考えております。

ZEH仕様の普及により「環境に

２４時間換気システムには熱交

配慮した建物」になり、「健康長

換タイプのものを使用し、さらな

寿社会の実現」につながることを

る省エネルギー環境を創ります。

目標に取り組んで参りたいと考え

そのような住宅環境を創ること

ます。
弊社は、ZEH住宅の完成見学会
を定期的に開催し、ZEH住宅の性

で、耐久性も高くなり長期にわた
ってメンテナンスコストを抑える
ことが重要であると考えます。

能を説明して、お客様の理解のも
協力業者

Business partners
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とでZEH住宅を普及させていただ
きたいと考えます。
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TEL

087-816-0187
月～金

8:00～17:30

ponandcon.com
info@ponandcon.com
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