地方中小工務店の挑戦---コロナ禍後を見据えて
2020/06/08

※1
※2

我々の精一杯の
できる挑戦です

日本 の 家 も 世界水準 ※3 を 目指 せ ！坪 50 万 ※4 で 実現！！
巣ごもりや光熱費増に向けて、中小工務店の---敢えて、前向き戦略

応援してください

「冬場に半袖でガリガリ君！」・・・2 年前のことです、天然 W 断熱を思い至った時に北海道の
基準と本州との違いを初めて知りました。寒い北海道ではガリガリ君なのに「我が家ではセーターに
厚着」『何で？』そこで思いきって全棟で北海道基準を標準化しました。
「それでも世界の水準には程遠い！」こと、日本の省エネは先進国では最も緩い水準で韓国やメキ
シコにも劣ることを学びました。
U A 値＝家の外皮全体から 1 時間あたりどれほど
熱が逃げるのかという断熱性能を現す値
この値が低いほど断熱性能が高い家ということです。
※3） 世界の省エネ基準

日本の一般的な住宅の断熱・気密性能は先進国中で
最低水準です。
日本でも、左表のように、英国・ドイツはもちろん、
メキシコ・韓国・ニュージーランドなどに比べても
低水準になってしまっています。
（ ＣＯ2 の削減問題、
長引く巣ごもり消費＝光熱費の対策にもなります。）

北海道基準から世界水準へ （UA 値 0.46→0.28～0.38）

地方中小工務店の挑戦！！

そこで、 世界水準の断熱・省エネ住宅 （UA 値 0.28～0.38） を価格は変えず標準仕様とする

ことへの挑戦となりました。
このコロナ禍の中での発表となり、本当に今でよいのか？
とても緊張と不安も多いのです。しかも、コストＵＰからは逃げられません！！

決断しました！
6 月 11 日より、坪単価を変更せず、我々がコストを負担し、
地域ビルダーならではの『本物の木の無垢材の家』で“世界水準の省エネの家”を
コロナ後に臨む戦略とします。
１.大手住宅メーカーもほんの一部の商品でしか標準とできていないのに・・・
中小の我々にできるのか？？
6 ヶ月以上前から何度も何度も検討を重ね話し合いました。
しかし、我々を助けてくれたのは、国土交通省の明確な数値基準と計算根拠、ルールです。
年間 100 棟程度の我々にでも、相当に頑張って無理をすれば可能だとわかりました。
大手でなくても、FC でなくても、世界水準に挑戦できるのです。

２.無理して頑張るためにそのポイントは１にコスト２にコスト３に技術・・・果たして？
中小工務店には技術や開発力が不足します。
だからどうしても FC や他社のモノマネになってしまいます。
特にコスト面では、価格交渉能力など皆無に等しいといえます。（技術は何とかなっても）
反面、大手や FC には無いものがあります、勝てる要素だってあるのです。
数棟が少ないために、かえってその数棟だけの特別仕様や特別価格をお願いすることができますし、
その販売に集中することができます。その強さがあります。

３.坪 （３.３㎡） ５０万～ではなく坪５０万で！ ※４ 標準の世界水準・・・頑張ります
※4） 坪単価 （3.3

㎡） 50 万円は、北陸の価格です。（首都圏では 65 万円になります。）
北陸では 35 坪・首都圏では 30 坪の家と面積が違うためゴマカシは“イヤ” なので、あえて 2 重表記
にしています。
【差出人】株式会社ひまわりほーむ

〒921-8062 石川県金沢市新保本 4-66-6 TEL：（076）269-8100
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“世界水準の家”で得られるもの〈今だからこそ！！〉
①年間の水道・光熱費の削減がスゴイ！！
（巣ごもり消費での水道・光熱費が全く違います。）
冬場はもちろん夏場の高温多湿な時期にも、快適かつ大幅な省エネ（LIXIL による当社計算では、
東京の場合、一般の家に比べて年間水道・光熱費 181,500 円の削減で約 57％ダウン）となります。
参照）国土交通省 HP なるほど省エネ住宅

LIXIL による当社計算
（東京）

国土交通省 HP のものとでは、計算値で多少の
違いがあります。
巣ごもり消費に加えて、水道・光熱費の増大は
生活費の負担を大きくします。

1991 年～現在までの基準
年 間 の 光熱 費

￥318,150

2020 年からの基準
差額

￥181,500
年 間 の 光熱 費

￥224,960

差額

※1）Ｕ Ａ 値は、北陸・首都圏は 0.87 ですが、

北海道では 0.46 とかなり厳しい基準となり
地域差があります。
北海道の人が冬場に半袖でアイスというのは
本気です。

ZEH レベルの U A 値 0.6～0.87

￥88,310

北海道基準 U A 値 0.46
年 間 の 光熱 費

￥136,650

世界水準 UA 値 0.28～0.38

②快適な室内環境に住めます！！
（冬でも半袖でガリガリ君を！そして結露もない快適空間）
断熱性を高めることによって、家の中の温度を一定に保ちやすく冷暖房の効き目がよいため 1 年中
快適に暮らすことができます。
さらに結露の発生を防ぎ、アレルギーの原因となるカビやダニの繁殖を抑えることができます。

③家族の健康を守る！！
（お年寄りも子供もヒートショックやウィルス・菌から守ります）
断熱性を高めることによって、家の中の温度を一定に保ちやすいため、室内の急激な温度差がもた
らすヒートショックのリスクを減らします。
また、気密性が高いため、外部からのウィルスや花粉などからも家族を守ります。
近い未来、日本でも世界水準の断熱・省エネの住まい、省エネ基準義務化はやってきます。

当社は、日本の最先端を走り“世界水準の家“を当たり前にします。
【差出人】株式会社ひまわりほーむ

〒921-8062 石川県金沢市新保本 4-66-6 TEL：（076）269-8100
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“世界水準の家”を実現する ※2） 3 つの約束
①木から生まれた天然繊維 との W 断熱
当社は、 天然繊維（内断熱）120ｍｍ ＋ （外断熱）40ｍｍ ＝ なんと 160ｍｍ！
木から生まれた天然素材ですが、
ａ.結露に強く
ｂ.シロアリに強く
ｃ.腐朽力が強く
しかも、
ｄ.防音性 では驚きの効果をだすスグレモノです。

②トリプル樹脂サッシ

③Ｕ Ａ 値 0.34

サッシを 2 重 （ペア） から
3 重 （トリプル） にし、
アルミを樹脂にすることで、
ａ.冷暖房費が 29％ （ＹＫＫ）
も下がります。
しかもこれで
ｂ.ヒートショックや
ｃ.結露から防ぎ
ｄ.防音性も高くなります。

＋
健康に不安のある集成材は
一切使いません

全棟ヒノキの無垢材だけを使用

株式会社ひまわりほーむ
株式会社金沢兼六の家 （ひまわりほーむグループ）
URL http://www.e-himawari.co.jp/
5 つの全棟（①ムク材②長期優良住宅③性能表示住宅
④耐震・省エネ⑤W 断熱）にこだわる家づくりをしています。
設立 25 年目、新築棟数 2300 件以上。
関東では、株式会社金沢兼六の家としてリフォーム含む 100 棟以上を施工。
代表取締役 加葉田 和夫（63 歳）
1957 年 3 月 14 日 石川県白山市生まれ

お問い合わせは私でもお受けいたします。
携帯番号：090-8968-6611

■お問い合わせ先
株式会社ひまわりほーむ 担当：辻、池腰
住所：〒921-8062 石川県金沢市新保本 4-66-6
TEL：（076）269-8100
FAX：（076）269-8105
MAIL：n-tsuji@e-himawari.co.jp
株式会社金沢兼六の家
担当：宮崎
住所：〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北 3-10-12
TEL：（03）6859-6777
FAX：（03）6859-6778
MAIL：tokyo@e-himawari.co.jp
【差出人】株式会社ひまわりほーむ

〒921-8062 石川県金沢市新保本 4-66-6 TEL：（076）269-8100

