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・みんなで創エネ！～創エネについて学ぼう～

・リフォーム×ＴＡＫＵＭＩ Ｈ様邸／Ｉ様邸

・現場だより ・匠ＷＯＲＫＳ

・TOTO 期待の新商品のご紹介

暑い夏も終わり、今年も残りわずかとなりました。

みなさまいかがお過ごしですか？

さて、弊社ではＰ Ｒ 誌【匠Ｎ Ｅ ＷS】第１ ８ 号を

発刊いたしました。今話題の「創エネ」やリフォー

ム施工例など、今回も内容盛りだくさんでお届けい

たします。ぜひご覧ください。



CO2を一切出さずに発電し、余った電気は売電できる地球と家計にやさしい発電システム。

太陽光を電気エネルギーに変換し、発電された電気は、住宅内の照明等に利用しま

す。太陽光を電気エネルギーに変換するため、発電時に排気ガスやＣＯ２を一切排出

しません。そして発電して余った電気は電力会社に売ることができます。

つまり、環境・家計にやさしく発電をすることができるのです。

エネファームは、ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し、

このとき発生する熱でお湯もつくります。遠くの発電所ではなく、実際に電気を使

う自宅で発電することで送電ロスが抑えられ、CO2排出量の削減にも大きく貢献し

ます。

みんなで 創エネ!
～創エネについて学ぼう～

創エネって？？？
創エネとは、創エネルギーの略称です。省エネ

に変わる言葉として、各家庭においてエネルギ

ーを節約（省エネ）するだけではなく、太陽光

発電システムや家庭用燃料電池（エネファーム

など）を利用して積極的にエネルギーを作り出

していくという考え方のことです。

・光熱費が約60％節約！

①太陽光発電システム ってなぁに

・昼間に発電して余った電気は売ることも！

②家庭用燃料電池 エネファーム ってなぁに

家で使う電力の約 50％を発電。
ガス料金と電気料金をあわせて

年間約 56,000 円おトク

今まで通り電気やお湯を使いなが
ら、年間 1,300 ㎏のＣＯ2削減。

家計にとっても

やさしい♪

次ページへつづく

エネファーム



都市ガスを燃焼させて発電し、その時に出る熱を利用してお湯をつくる、いわば発
電する給湯器です。通常は捨てられているこの熱を、お風呂やキッチンの給湯、暖
房システムのエネルギーとして有効利用。もちろん、発電した電力も家のあらゆる
場所で使えます。

CO2を一切出さずに発電し、余った電気は売電できる地球と家計にやさしい発電システム。
太陽光を電気エネルギーに変換し、発電された電気は、住宅内の照明等に利用します。太
陽光を電気エネルギーに変換するため、発電時に排気ガスやＣ Ｏ ２ を一切排出しません。

そして発電して余った電気は電力会社に売ることができます。
つまり、環境・家計に
熱を無駄なくリサイクルする、高効率のかしこい給湯器です。排熱利用効率が 80％
から 90％へと大幅にアップしているため、年々増加している家庭のエネルギー消
費量を削減できます。地球と家計にやさしい、省エネジョーズな給湯システムです。

近年、電力使用量の増加により、家庭におけるＣＯ2 排出量は増

加の一途をたどっています。どうすれば家庭の電力使用量を削減

できるでしょうか？ その答えのひとつが“創エネ”です。

エネルギーを 使う家から、創る家へ。そして上手に節電・かし

こく節約！“創エネ”で、未来へつながる豊かで快適な暮らしを

はじめてみませんか？

③エコウィル ってなぁに

④エコジョーズ ってなぁに

＜参照ＵＲＬ＞ http://www.saibugas.co.jp/

http://www.noe.jx-group.co.jp/minnanosouene/

発電＋排熱利用で
ガス料金と電気料金をあわせて

年間約 52,000 円おトク！

年間約 1,100 ㎏の
CO2量を削減

杉の木

約 80 本に

匹敵

家で発電、

CO2削減♪

● ●

▽

ガスの使用量が少なくなるため
ガス料金節約！

年間約 10,000 円おトク！

ガスの燃焼量がこれまでより少な
くなり、排出するCO2の量も削減！

年間約 100 ㎏の CO2削減

エコウィル
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設計：有限会社 四季建築設計
場所：春日市 建物区分：一戸建て 家族構成：父・母・子供 3 人

システムバス
TOTOセレクトサザナ

HB タイプ

HBV1616USX2AR

床には無垢材を使用し優しい
風合いに。使い勝手を考え、
キッチンカウンター前の造作
家具にもこだわりました。

縁なし畳を敷き、障子・襖を
新調。光が届くよう建具に工
夫を施し、明るくモダンな和
室へと生まれ変わりました。

Ｈ様邸

白を基調とした清潔
感溢れるバスルーム
に。毎日の入浴が楽
しみになりそうで
す。

システムキッチン

TOTO クラッソ I 型 L2550

春日市・Ｈ様邸の全面リフォームを施工させていただきました。
転居先の一軒家を、家族５人で過ごす快適な我が家へ。お客さまのこだわりのつまっ
た、素敵な住まいへと生まれ変わりました！

リビングから光が入るよう

欄間部分を透明のガラスに

３枚引き障子

(ツインカーボパネル)
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場所：福岡市博多区 建物区分：一戸建て 家族構成：夫婦
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Ｉ様邸

ダイニングキッ
チンと和室の間
の 壁 を 撤 去 し
広々とした空間
に！

博多区・Ｉ様邸のＬＤＫのリフォームです。
ダイニングキッチンと和室の間にある壁をなくすことで、明るく開放感のある空間に
生まれ変わりました。畳とフローリングの床には床暖房を設置し、一年中快適に過ご
せるリビングになりました。

段差をなくし、バリ

アフリーにしました

床全面にガス温水式
床暖房（エネファー

ム）を設置

対面式のシステムキッチンを設置
しました。シンク下をオープンに
し、腰掛けた状態で調理作業がで
きるラクラクキッチン。
料理の効率もアップしそうです！

システムキッチン

TOTO クラッソ I 型

L2573

※リフォームに関するご質問・ご相談はお気軽にどうぞ！どんな些細なことでもお伺いします。



朝朝倉倉高高等等学学校校管管理理・・特特別別教教室室棟棟

改改築築工工事事（（第第 11 工工区区））

発注者 ： 福岡県

場 所 ： 朝倉市

用 途 ： 学校

構 造 ： ＲＣ造 3階建て

延床面積 2465.83 ㎡

恵恵愛愛ソソレレイイユユ保保育育園園 新新築築工工事事

発注者 ： 社会福祉法人 春陽会

場 所 ： 福岡市博多区

用 途 ： 保育園

善善来来寺寺保保育育園園 園園舎舎改改築築工工事事

発注者 ： 社会福祉法人 宿水会

場 所 ： 嘉穂郡桂川町

用 途 ： 保育園



ＴＴ ＯＯ ＴＴ ＯＯ 期期 待待 のの 新新 商商 品品 のの ごご 紹紹 介介

こちらの内容はＴＯＴＯホームページからの抜粋です。詳しくは下記よりご確認ください。

ＴＯＴＯホームページＵＲＬ http://www.toto.co.jp/



匠匠 建建 設設 株株 式式 会会 社社

〒 812-0873 福岡市博多区西春町２丁目１番２号

TEL 092-591-0800 FAX 092-572-0011

HP：http://takumikensetsu.com E-mail：takumi@abelia.ocn.ne.jp

（匠ニュース９号からはホームページでご覧いただけます）

匠 NEWS の内容に関するお問い合わせは

上 記 の連 絡 先 までお気 軽 にどうぞ♪


