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安全に関するご注意
● ご入居に際しては、設備等の「取扱い説明書」をよくお読みいただくか、テクノストラクチャー工法

採用ビルダーである当社にご相談の上、正しくお使いください。
● このカタログに記載の商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、

また定期点検を必要とするものがあります。あらかじめテクノストラクチャー工法採用ビルダーで
ある当社にご確認ください。

● 外観・プラン・写真等はイメージです。実際のプラン・仕様とは異なります。
● 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。また地域によりプラン・仕様が異なる

場合があります。
● 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
● このカタログの内容についてのお問い合わせは、テクノストラクチャー工法採用ビルダーである当社にご相談ください。

私たちは、パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーとパナソニックの住まいづくりシステムを導入することで、お客様とともに二人三脚の住まいづくりを実現していく、全国ネットのハウスビルダーグループです。

ご購入の前に

■ PBVT1201A 2.5Yi 第6版

https://panasonic.co. jp/ls/pasd/テクノストラクチャーのホームページ
https://panasonic.co.jp/ls/pasd/pb-techno/house-series/tsumugie/つむぎえのページテクノストラクチャー 検 索

詳しくは、テクノストラクチャーホームページへ

このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。　カタログに掲載されている写真・文章・図面等の無断転載を厳禁します。
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 わが家という夢が望みどおり叶い、わが家と始まる夢の続きが幸せに綴られる。

 そんな想いから生まれた自由設計の住まい、「つむぎえ」。

 テクノストラクチャー工法で、耐震性・耐久性とデザインの自由度を両立。

 快適な室内環境と高い省エネ性能で、“ロング＆スマート”の理念を実現しました。

 先進技術で夢の住まいを自由に紡ぎ、長い人生の物語を幸せに紡ぐ。

 家族の想い出を重ねながら、未来へと価値を受け継いでいく住まいです。

 家族の夢を紡
つ む

ぐ家

高い基本性能
● 地震に強い 
テクノストラクチャー工法

● 高品質なパナソニック設備
● 優れた断熱、気密・換気性能
● 長期優良住宅

自由度
● 間取りは自由設計
● メーターモジュールで 
ゆとりの室内空間

● こだわりのインテリア
● 多彩な外観スタイル

＊写真・CG・イラストはイメージです。



きれい上手の家 趣味やメイク、オシャレを楽しむ、女性にうれしい空間提案にこだわったプラン。
きれいなママ、素敵なミセスが暮らすのは、きっとこんな住まいです。

頑張る女性に、おしゃれも趣味も楽しめるご褒美プラン
01

おすすめプラン

04

あるのとないのでは大違い。屋外で
使うものを室内に上げずにすむ土
間収納が便利。新築の一戸建てな
らではの間取りの工夫です。

❶シューズクローク
趣味やメイク、ネイルを楽しめる、ママ
専用のスペース。忙しい女性を美しく、
きれい上手にする住まいです。

❷ママコーナー
急な来客の時でも、リビングに何でもし
まえる大きな収納があれば安心。上着や
掃除道具なども片付きます。

❸ファミリークローゼット
手前と奥のスペースをパパとママのそれぞれ専用
の収納スペースにしたり、今季の物とシーズンオフ
の衣類を分ける事もできるのでスッキリ片付きます。

❹ダブルウォークインクローゼット

シンプルモダンスタイル
SIMPLE MODERN Style…構造に影響しないフリーウォール（可変壁）

…収納スペース

1 階 床 面 積 	 61.25㎡	 18.56坪
2 階 床 面 積 	 54.75㎡	 16.59坪
延 床 面 積 	116.00㎡	 35.15坪
総 施 工 面 積 	 128.50㎡	 38.93坪
収 納 床 面 積 	 17.00㎡	 収納率14.6％
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【オプション設定】
■和室引違い戸
■2階トイレ

おすすめの外観スタイル

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



階段を中心とした回遊性の高い家事動線にさまざまな家事をこなせるマルチスペースを用意。
家事を軽やかにすることで、毎日がもっと軽やかに弾みます。

気持ちも弾む、足取りも弾む。家事を軽やかにするプラン
 家事上手の家02

おすすめプラン
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…構造に影響しないフリーウォール（可変壁）
…収納スペース
…積雪100㎝以上の地域の場合は袖壁が必要です。

1 階 床 面 積 	 64.00㎡	 19.39坪
2 階 床 面 積 	 58.50㎡	 17.72坪
延 床 面 積 	122.50㎡	 37.11坪
総 施 工 面 積 	 136.00㎡	 41.21坪
収 納 床 面 積 	 15.60㎡	 収納率12.7％

家事室や、室内干しにも色々な使い方
ができるスペース。家族の共用の収納
にすれば、お風呂上りの着替えも一箇
所にまとまるのでとっても便利です。

❶マルチスペース
行き止まりのない間取りのため、動線
が短くなり、洗濯しながら料理をしたり
と、家事がスイスイはかどります。

❷回遊動線
階段を通じてリビングとゆるやかにつな
がるので、家族の気配を感じながら宿題を
したり、読書をしたり、パパの書斎としても
使えます。

❸スタディコーナー
扇風機などの季節の家電や、かさばる
荷物も何でもしまっておける、あると嬉し
い収納スペース。

❹ファミリークローゼット

エレガントスタイル
ELEGANT Style
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【オプション設定】
■和室引違い戸
■1階マルチスペースのドア

■2階トイレ
■2階飾り窓1セット

おすすめの外観スタイル

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



ママにとって、パパにとって、何よりも大切なのは、子どもたちの健やかな成長。
そんな想いに応えて、子どもたちが安全に遊べる、子どもたちをやさしく見守れる、
子どもたちとの絆がしっかり深まる、そんな親子の笑顔が見える住まいをつくります。

子どもたちを育てる楽しさ、一緒に過ごすよろこびを実感するプラン

 子育て上手の家03
おすすめプラン

08

キッチンの前には小上がりのタタミコーナーを
（オプション）。タタミに座った時に目線の高さ
が合うので、料理をしながら子どもを遊ばせた
り、宿題を見てあげられるので安心です。

❶見守りキッチン
帰宅したら上着をかけて、うがいと
手洗いの習慣を。子どもの自立を
うながします。

❷ただいま動線
広々バルコニーと開放的なホールは、
元気な子ども達の遊び場に。
雨の日は室内干しスペースにもなります。

❸わんぱくバルコニー
洗濯物は取り込んだらハンガーのまま、
ウォークインクローゼットへ。子育てに忙
しいママを助ける間取りの工夫です。

❹家事ラク動線

シックモダンスタイル
CHIC MODERN Style

1 階 床 面 積 	 65.00㎡	 19.69坪
2 階 床 面 積 	 58.00㎡	 17.57坪
延 床 面 積 	123.00㎡	 37.26坪
総 施 工 面 積 	 136.00㎡	 41.21坪
収 納 床 面 積 	 16.01㎡	 収納率13.0％

【オプション設定】
■小上がりタタミコーナー
■1階パントリーのドア

■2階トイレ

…収納スペース
…積雪100㎝以上の地域の場合は袖壁が必要です。
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おすすめの外観スタイル

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。

＊積雪100cm未満の場合のイメージです。



家族の長い人生を、
心地いいデザインの中で。

Interior
Variation
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 家族が歩む長い人生の多くをすごす場所となるわが家。

 だからこそ、そのインテリアを家族が最愛のデザインで。

木の風合いあふれる多彩な建具＆床材を

 組み合わせた、8つのテイストから、

 あなたの美意識がうなずくスタイルを選んでください。

自然とふれ合い、やすらぎを愛するヴィラ（別荘）
スタイル。非日常の感覚とラグジュアリー感が融
合して、日常を美しくゆったりと癒します。

ヴィラリゾート

3.Villa RESORT

モチーフはフランス郊外の田園家屋。カジュアルで
いてデコラティブ。古い味わいを楽しみ、感性をとき
めかす、多世代に人気のスタイルです。

フレンチシック

8.French CHIC

テーマは、“現代の邸宅”。格調高く重厚なテイス
トの中にも実用性を感じさせるスタイル。落ち着
きと充実を求める方に選ばれています。

モダンクラシック

4.Modern CLASSIC

シンプルに研ぎすました、シャープで都会的
なスタイル。モダンさを極めたこだわりの空間
は、世代を超えて愛されています。

スタイリッシュモダン

1.Stylish MODERN

カジュアルスタイル

ベースはシンプルにスマートに。家具や調度の
色を活かし、ポップなアイデアを楽しむ。暮らす人
が自らアレンジし、遊び心を楽しめる空間です。

5.Casual STYLE

古き良きオーセンティックなテイストを取り入れな
がら、新しい感覚も活かしきったスタイル。大人の
こだわりと遊び心を高く満たします。

ヴィンテージスタイル

7.Vintage STYLE 

スローな時間を包み込むやさしくやわらかな木の
色調。郊外のカフェのような自然の温もりにあふ
れる空間です。

6.Natural STYLE
ナチュラルスタイル

穏やかな落ち着きと洗練された静けさにあふれる
「和」の世界。日本伝統の美意識を現代のライ
フスタイルに調和させた上質なスタイルです。

2.Japanese MODERN 
ジャパニーズモダン

シンプル

ラグジュアリー

デコラティブ

カジュアル

1
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2
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3

7

4

8

知的・洗練 優雅・豪華

簡素・軽快 個性・懐古

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



Exterior
Variation

あなたの家の顔になる外観を、
あなたらしく、誇らしく、美しく。 鮮やかな白の外装材に、陰影の美しい黒の横

格子をプラスしキリリとしたモダンな表情に仕上
げました。住む人のスタイリッシュな感性を表現
したようなデザインです。

落ち着いた色合いと、水平ラインが印象的な木
目調のバルコニー。安定感のある黒いボーダー
柄と木目調のコントラストが、凛としたモダンな佇
まいを演出します。

ブラックの重厚なカラーと爽やかなホワイトの組み
合わせに木目の素材感がモダンな印象のたたず
まい。外観美にワンランク上の上質感を醸し出し
ます。

地中海に面した南フランス、プロヴァンス地方に
みられる外観デザインです。太陽をイメージした
明るいコーディネートに花台を加えることで、可
愛らしいアクセントをプラスした外観になります。

横に伸びるラインを強調したナチュラルカラーの外
装材はやさしいテクスチャーに。モダンなパネルを用
いたバルコニーとのコントラストで、やさしさの中に重
厚感のあるハイセンスな外観を演出します。

モダンな石積調デザインと、釉薬タイルのような美し
さと味わいの外装材を組み合わせ、ブラウンのサッ
シと玄関ドアをアクセントに。飽きのこないデザイン
ながら、しっかりとした存在感を示すスタイルです。

シックモダンスタイル

プロヴァンススタイル

ナチュラルモダンスタイル

スタンダードスタイル

古くから建築資材として使われている石をモチーフ
とした外装材をホワイトとベージュの明るい色合い
にすることでエレガントに。
深い軒の出の迫力ある屋根が、ワンランク上の
上質感を演出します。

エレガントスタイル

ELEGANT Style

12 道行く人々、招いた人々に、

 まずあなたの暮らしを印象づける住まいの外観。

 だからこそ、美しく、誇らしく、あなたらしく。

 「つむぎえ」は、外壁や屋根の色や質感、

 窓や玄関ドアのデザインを組み合わせ、

個性も美意識も多彩な7つの

 外観スタイルをご提案しています。

シンプルモダンスタイル

ジャパニーズモダンスタイル

SIMPLE MODERN Style

JAPANESE MODERN Style

CHIC MODERN Style

PROVENCE Style

NATURAL MODERN Style

STANDARD Style

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



システムバス
お湯が冷めにくい保温浴槽Ⅱを採用
し、上質な人造大理石のバスタブにも
こだわりました。汚れにくくお掃除しや
すい工夫も採用。省エネ性能も高め
て、お湯が冷めることを心配せずバスタ
イムを楽しんでいただけます。

システムキッチン
シンクや水栓、IHクッキングヒー
ター、レンジフード、収納など、
キッチンのすべてに使いやすさ
を考えたシステムキッチン。省
エネ性能も自慢です。冷蔵庫
など家電も含めたトータルコー
ディネートの楽しさは、パナソ
ニックならではです。

タテに仕切って、調味料や
調理器具がきれいに納まる
スペースを確保。

コンロ下ユニット

使う場所に、取り出しやすく、しまいやすく

シンク下ユニット

適材適所にこだわってシンク
下の空間も無駄なくフル活
用。よく使うまな板や包丁、
へらなどが少し開いただけで
取り出せるなど、使い勝手も
追求しました。

汚れがたまる段差を抑え、つなぎ
目のすき間を無くして、お掃除を
簡単に。ゴミが集めやすく捨て
やすい浅型排水アミカゴも標準
で装備しています。

汚れにくく、掃除しやすい
「スキマレスシンク」

空気中の熱を使って、効率よく湯沸かし。
お風呂のお湯はリから足し湯までも全自
動コントロール。先進の省エネ技術を採用
しました。

暮らしに合わせて効率よくお湯を沸かす

ひとセンサー
ひとセンサーがバスルームへの入室を感知して、設定温度
までお湯をすばやく加熱。家族の入浴タイミングがズレて
も、無駄な保温をせず、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御
毎日の使用パターンからお湯の冷め方をエコキュートが自動
学習。無駄なお湯チェックの繰り返しをカットし、節電します。

エコキュート

大切な住まいに、ひとつ上の品質を

パナソニックならではの
先進の設備

14

暮らしの基本となり、家族のつどいの中心となる
「食」。毎日の「食」がもっとおいしく楽しくなるように、
「つむぎえ」はシステムキッチンに確かなクオリティを
求めました。デザイン性やお手入れのしやすさにも配
慮を重ねています。

 「食」を家族の楽しみにするキッチン

健やかな暮らしに欠かせないのが心地いいバスタイ
ム。その快適をさらに高めるために、空間としてのイ
ンテリアにこだわりました。温かく、美しく、清潔なバ
スルームが日々の疲れをほどき、快適な暮らしをかな
えます。

気持ちのいい毎日は、 このシステムバスから

撥水・撥油成分が表面だけでなく素材
にも練り込まれているので、皮脂や
石けんアカに強く、キレイが長持ち。

汚れに強くお手入れの楽な
人造大理石浴槽

排水口をフッ素で特殊コー
ティング。汚れがつきにくく、
落ちやすくします。

汚れをはじく、
「ささっとキレイ排水口」

水滴

水滴
はっ水・はつ油

成分
アクアマーブル
人造大理石

FRP コ
ー
テ
ィ
ン
グ

な
し

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

あ
り

［浴槽内の湯温変化の実験条件］
※1	JIS高断熱浴槽（JIS	A	5532	浴槽）周囲環境温度：10℃/浴槽水量：深さ70％/測定開始湯温：40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
※2	 湯温低下に関するご注意	浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合は、湯温がカタログ表示値より低下します。
・循環金具を取り付けた場合。・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。・ジェットバスとの組み合わせの場合。

＊保温浴槽Ⅱは循環式浄化温水器（24時間バス）には対応できません。	

5時間で湯温低下はわずか2.5度以内。光熱費を抑える「保温浴槽Ⅱ」

40

37.5

38.5

39.5

38

39

10 2 3 4 5 6（時間後）

◎浴槽内の湯温変化

湯
温
変
化（
℃
） 保温なし

浴槽

保温浴槽Ⅱ

JIS高断熱
浴槽

◎光熱費比較

2.5℃

保温なし浴槽 保温浴槽Ⅱ

6,500円

2,200円

2.5℃以内の湯温低下
※1※2

5時間経っても

年間約4,300円もお得！
保温なし浴槽と比べて

※3※4

風呂フタ	断熱材
厚み：20mm

浴槽

断熱材
厚み：20〜40mm

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



内装建材は、木目、木肌の質感、照りや艶、色合
いなど天然木の美しさを再現。カラーバリエー
ションも豊富です。傷や汚れ、水に強い無垢の
木を超える機能性も実現しています。

「つむぎえ」は、木の質感にこだわりながら、耐久性とお
そうじのしやすさにも配慮。さらに、カラーのバリエーショ
ンを豊富にご用意しました。そのデザイン性にもこだわ
り、上質な風合いに仕上げました。お好みのテイストで、
自分らしく誇らしく心地よく暮らしを彩ってください。

居心地も使い心地も高めるインテリア

内装建材
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洗面化粧台

トイレ
自動洗浄で汚れを落とす機能に加え、トリプルで汚れ
を抑える工夫をプラス。快適な使用感と高い節水効果
で、環境にもお財布にもやさしいトイレを実現しました。

「ハネ」、「タレ」、「モレ」の３つの
汚れを抑える「トリプル汚れガード」

洗浄剤の泡のクッショ
ンで受けとめ、飛び
跳ね汚れを抑えます。

ハネガード

便器のフチの3mmの
立ち上がりが、外への
垂れ出しを防止。

フチにあたっても
タレガード

便座と便器の形状の
巧みな合わせ技で漏
れ出しを防ぎます。

座ってしたときは
モレガード

流すたびに２種類の泡
と勢いよく旋回する水
流が汚れを洗浄します。

泡×水流で、
流すたびに便器が
きれいに

奥行きを530cmに抑え、洗面室のゆとりを確保しなが
ら、小物を置きやすいカウンターの工夫など使いやすさ
を追求。スタイリッシュなデザインと機能性で、お休み
前の気持ちを快適に整え、朝を清 し々く仕立てます。

アイテムごとに
機能的な収納を
ご用意

濡れたものを置く
エリアで、
カウンターを
気持ちよく

ミラー裏は基礎化粧品
や洗剤がすっきりしまえ
るラック収納に。シェー
バーなどを充電しながら
収納できるコンセントも
設置されています。

コップやソープなどを置
けるウェットエリアを設
定。しずくなどでカウン
ター全体が濡れる心配
を防ぎます。

一日の始まりと締めくくりの場となる洗面台。毎日使うトイレ。だから、美し
く、使いやすく、清潔に。それだけで暮らしは、みずみずしく心地よく変わり
ます。使いやすい洗面カウンターや、流すたびに自動でおそうじする全自
動おそうじトイレで、そんな快適な暮らしをどうぞ。

きれいな洗面ドレッシングとトイレで、きれいな一日を

細部の仕上がりまでこだわって、格調高く洗練された空間に

油汚れも拭き取りやすく、ワックス無しでも美しさをキープ※

汚れや傷がつきにく
い表面仕上げ。日常
のお手入れはから拭
きだけで、お掃除が
簡単です。

汚れがしみ込みにくい
特殊仕様で、油汚れ
や食べこぼしはさっと
拭くだけでOKです。

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。
※表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

ハンドル 引手 カバー蝶番取っ手

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



すぐれた強度や耐震性も、確かな施工で建てられて初め
て誇れるもの。だから、テクノストラクチャーは、徹底して
その施工品質にもこだわります。テクノストラクチャーの
家を建てられるのは、所定の研修を修了した各地域のハ
ウスビルダーだけです。

くり返しの揺れにも効果を発揮

テクノダンパー

※1.建築基準法レベル（構造計算を行わない）　※2.「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（平成20年）」に準拠　※3.多雪区域は440項目　※4 数百年に一度発生する地震の大きさを想定。気象庁震度階級の震度６強以上に相当します。　※5 対象モジュール：標準タイプ：P255αPlus（VBHN255WJ01）、P252αPlus（VBHN252WJ01）、250αPlus
（VBHN250SJ33）、ハーフタイプ：P120αPlus（VBHN120WJ01）、120αPlus（VBHN120SJ44）、台形タイプ：P70αPlus（VBH070WJ01L、VBH070WJ01R）お手続きを行っていただく必要がございます。詳細はパナソニック株式会社にご相談ください。

動画で
チェック！

動画で
チェック！

動画で
チェック！
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建設の現場は、所 定 の 研 修を修 了し、認 定を受けた
技術者が管理。認定取得後も、定期的な勉強会に参加
し、最新の情報や知識を取得し、確かな施工品質の維
持や施工管理のレベル向上を図っています。

パナソニックビルダーズ
グループ会員証

大地震・台風・豪雪に耐えられる家
かどうかを事前にシミュレーションし
ます。補強が必要ならば改善を重
ね、全ての項目がOKになるまで「何
度でも」チェックを行います。

全ての項目をクリアしたら設計完了
です。建設を開始するとともに、住ま
いの診断書をお作りします。あなた
の家の災害シミュレーション結果を
しっかりと記載しています。

テクノストラクチャーの住宅は法律
で定められたレベルよりもはるかに
厳しい構造計算基準で設計。多角
的な「立体的応力解析」で388項
目※3ものチェックを実施しています。

緻密な構造計算
（災害シミュレーション）を実施

設計完了・建設開始
住まいの診断書を作成

テクノストラクチャー独自の
厳しい構造計算基準

合格
全棟で

行う

災害シミ
ュレーシ

ョン

自動躯体
設計システ

ム

  8※1
項目程度

  200※2
項目程度

388項目
（多雪区域は440項目）

※3

一般的な
木造住宅

一般的な
構造計算

テクノストラクチャー
で行う

構造計算

テクノストラクチャーの住宅は、構造部材の強度、品質にもこだわっています。一棟一棟の住宅品質に差が生じないよ
う、金具ひとつにまで細かな仕様を規定し、構造計算どおりの強度を確保します。そのこだわりが、家全体として高い品
質、安定した構造性能を実現しています。

「強い家」を支える強固な構造部材

部材品質

オリジナル接合金具

テクノビーム

ドリフトピン接合

集成材柱

高強度な住宅を実現するオリジナル
接合金具を使用。特に集成材柱と
土台を接合する「ドリフトピン接合」は
一般的な木造住宅の接合部の約3
倍の強度を実現します。

構造部材の
接合部も強化

柱

木の梁

約14.9kN（約1.5トン）約5.0kN（約0.5トン）
引抜き強度 引抜き強度

引引引引引抜引抜強引抜強引抜強引抜強引抜強抜強抜強抜強抜強抜強抜強度度度度度度度度度度度
約約約約約約約約約約約約約333333333333倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍

断断断断断断面断面欠断面欠断面欠断面欠断面欠面欠面欠面欠面欠面欠欠損損損損損損損損損損損
最最最最最最最小最小最小最小最小最小小小小小最小最 限限限限限限限限限限限限限

柱

テクノビーム

柱

木の梁

約14.9kN（約1.5トン）約5.0kN（約0.5トン）
引抜き強度 引抜き強度

引引引引引抜引抜強引抜強引抜強引抜強引抜強抜強抜強抜強抜強抜強抜強度度度度度度度度度度度
約約約約約約約約約約約約約333333333333倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍

断断断断断断面断面欠断面欠断面欠断面欠断面欠面欠面欠面欠面欠面欠欠損損損損損損損損損損損
最最最最最最最小最小最小最小最小最小小小小小最小最 限限限限限限限限限限限限限

柱

テクノビーム

テクノビームの鉄骨部分には「溶融
亜鉛めっき処理」を施しています。一般
の塗膜と違い万一の傷にも、めっきが
保護皮膜をつくり、テクノビームをサビ
から守ります。

サビ止め処理で鉄骨の
劣化を軽減

亜鉛めっき
鉄素地

保護被膜

テクノストラクチャーでは、家を支える
大切な梁に木と鉄の複合梁「テクノ
ビーム」を採用。長期に渡る上からの
荷重にも「たわみ」がほとんど進行し
ません。

木と鉄の複合梁
“テクノビーム”

tt

tt

テクノビーム

木製梁

耐震等級3を実現

構造計算

「強い家」をすぐれた施工でさらに確かに

施工品質
たっぷり発電＋長期保証

太陽光発電システム

業界最高水準の発電量をほこる太陽電池モジュール
「HIT」は発電量も保証期間もトップクラス。太陽電池
パネルのモジュール出力は25年保証※5付き。暑さに意
外と弱い太陽電池ですが、パナソニックのHITなら暑さ
に強く真夏の昼間でもしっかり発電します。 【温度による効率変化について】このグラフは25℃の時の変換効率を1.0とした時の温

度による効率変化を表したものです。試験実施機関：パナソニック株式会社

上下２つのテクノダンパーが地震の力を受けて安定した
制震効果を発揮。テクノダンパーは大地震※4相当の負荷
を100回繰り返し加えても制震機能を維持することを確
認しています。

揺れによる動き揺れによる動き

地面の揺れ 地面の揺れ

建物の骨組みにテクノダンパーを設置することで、建物
の2階部分の揺れを低減します。家具の転倒など地震
による被害を軽減する、壁紙が破れにくくなるなど、家族
の安全はもちろん、住宅の資産価値も守ります。

地震に強く、確かな耐久性で長い歳月を支える
「テクノストラクチャー工法」

永く、安心に住まうために

パナソニックのHITは暑さにも強い

高温でも
効率的！

HIT 太陽電池

従来型結晶系

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



エアコン

給湯換気家電

照明機器

高

低

約10%
高い省エネ性

つむぎえは
認定基準をクリア

新たな省エネルギー基準の
一次エネルギー消費量

近い将来、義務化される可能性
のある省エネルギー基準。断熱
性など建物の省エネに加え、住
宅設備の省エネも求められます。
つむぎえは、建物自体の断熱性
能を求めるとともに、パナソニック
の技術を活かして給湯や空調、
照明などの機器にも高い省エネ
性能を実現。住まい全体でトータ
ルに消費エネルギーを低減し、省
エネ等級最高ランクのクリアが
可能です。

断熱性能とあわせて重要となる
のが、実は気密性能。住まいに
隙間が多いと、熱の出入りが増
えてしまいます。つむぎえは、気密
性にもしっかりと配慮し快適な室
内環境を保ちます。

建物（躯体）の断熱性能 設備機器の省エネ性能

建物と設備機器双方に高い省
エネ性能を追求したつむぎえは、
平成28年省エネルギー基準を
10％も下回る一次エネルギー
消費量※1を実現しています。こ
の数値は、国が推奨し、将来標
準化の可能性もある「低炭素
建築物」※2の認定基準でも最
高等級の「☆☆☆」の取得が可
能。認定取得により税制優遇や
ローン控除など多くのメリットを受
けられます。

平成28年省エネルギー基準に対応

建物と設備のダブルの省エネ性能を追求

高い省エネ性を実現

「認定低炭素基準」をクリアすると、節税メリットも

断 熱

気 密

換 気

隙間から空気が
出入りし、

実際の温度より
寒く感じる

適切に空気の
出入りが計画され、
冷暖房効率が良い

気持ち悪い

空気が動かず
不快感を感じる

寒い・・・ 快適！

断熱・気密・換気、すべての性能を強化し
「標準仕様」としました

住まいの室内環境を考えた時
に、大切なのは、室内の温度を守
る断熱性能、外気の影響を抑え
る気密性能、そして、適切に室内
空気を入れ換える換気性能の３
つがそろうこと。つむぎえは、この
３つの性能にこだわることで、冷
暖房効率を高め、結露を抑え、空
気の質も守って、爽快で健全な
室内環境を実現します。

断熱・気密・換気の三位一体

健やかな住空間を標準仕様に
快適な室内環境を守る

優れた断熱性能

省エネランク

住まいのエネルギー消費を抑える

快適上手な住まいは、節約上手な住まい
高い断熱性能と気密性能で一年中快適な住空間を
実現することは、四季のある日本の住まいではとても大
切。同時に住まい全体のエネルギーの消費を抑えるこ
とができます。つむぎえは、設備の省エネ性能に加え、す
ぐれた断熱性能で冷暖房効率を高めており、光熱費を
抑えることにもつながります。

※当シミュレーション及び提案は、「擬似的な設備環境を想定した上でソフトを用いて
計算した結果」です。建物の設備仕様、間取り、ライフスタイル等によってエネルギー
消費量は変わります。示された数値が保証されるものではありませんので、ご了承くだ
さい。また、周辺敷地の建物による影響は加味されていません。

＜計算条件＞
◎地域区分：６地域
◎断熱仕様：UA値＝0.73
◎暖冷房設備：ルームエアコン　エネルギー消費効率の区分（は）
◎換気設備：壁付け第一種換気設備比消費電力:0.14W/（㎥/h）
◎給湯設備：エコキュート（JIS効率3.6）高断熱浴槽

バスの水栓に小流量吐水機能
◎照明設備：ＬＥＤ
◎調理設備：IHクッキングヒーター

［一次エネルギー消費量（GJ/（戸・年））］

つむぎえ省エネ基準

60

50

40

30

20

10

0

59.4GJ 45.5GJ

省エネ効果

・換気が不安定
・汚染物質を含んだ外気がそのまま室内に流入

・安定した換気が可能
・高性能フィルターが
　汚染空気を除去

空気性能が良い

自然給気・機械排気
（第三種換気） 機械給気・機械排気

（第一種換気）

つむぎえ

機械給気機械給気
自然給気

給気ファン
（高性能フィルター）

機械排気機械排気

排気ファン

機械排気

排気ファン

快適な室内環境をつくるためには、温度管理に加えて、クリーンな空気の質を守ることも重要です。つむぎえが採用した
「エアテクト」は、窓を閉め切っても新鮮な外気を室内に給気しながら、フィルターで汚染物質をシャットアウトします。
深呼吸しても安心、窓を閉め切っても快適だから、騒音防止にも効果的です。

汚染物質を除去しながら新鮮な外気を室内に

空気の質を高める住まい
動画で
チェック！
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※1.一次エネルギー消費量とは、化石燃料や太
陽光など、自然から得られるエネルギー（一次エネ
ルギー）を建築物で消費する量へ換算した数値で
す。※2.低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出
の抑制に資する建築物で、都道府県や市または
区が認定を行うものを指します。

断熱性能、気密性能、空気質にもこだわり
快適な暮らしを生み出します。

快適な暮らしのために

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



定期点検にメンテナンスのご相談、そしてリフォームのご相談まで。地域密着の対応力ときめ細やかさで入居後の
お困りごとにもお応えします。専属のオペレーターが24時間365日体制でサポート※1。これからの暮らしも安心し
てスタートいただけます。

建てた後も安心のサポート体制

リビングベル

※ 「移住・住みかえ支援機構（JTI）」は、長持ちする家＝長期にわたって安定した資産運用が可能な家という付加価値を、住宅分野に確立し、社会に良質な住宅ストックが循環することをめざして
設立された非営利の一般社団法人。国の基金によるバックアップも得ながら、「貸す」人には資産の有効活用を、「借りる」人には良質な住宅を提供する日本のハウジングライフを創造していま
す。パナソニック株式会社ハウジングシステム事業部は、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の協賛社員であり、テクノストラクチャー工法採用ビルダーかつ、HLP資格保持者のいる加盟店で

「マイホーム借上げ制度」「かせるストック」がご利用いただけます。本制度の取り扱いの有無についてのお問い合わせはテクノストラクチャー工法採用ビルダーである当社にご相談ください。
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住まいを
長持ちさせたい…
どうすればいいの？

トラブルやメンテナンスだけ
ではなく住まいに関する
困りごとはどうすればいいの？

ライフスタイルに合わせて
リフォームしたい…
でも、余分な調査費用・
工事期間がかかって
しまうのはイヤ！

夜中に水漏れ…
困った！

窓ガラスが割れて…
今晩どうしよう？

※１.24時間３６５日のサポートは、コールセンターでの一次受付対応です。
※2.このサービスは有償です。詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。
※本サービスを提供できるビルダーはテクノストラクチャーHPにてご確認ください。　
※本サービスはリビングベルにご契約のお客様が対象です。

「長期優良住宅」とは、「長期
優良住宅普及の促進に関する
法律」に定められている「いい
ものをつくって、きちんと手入れ
し、長く大切に使う」ストック型
社会に対応した住宅。つむぎえ
は、「長期優良住宅」に必要な8
つの項目で、必要となる性能基
準を満たしています。

※1.住宅性能表示制度とは安心で良質な住宅の普及を目的に、住まいの性能を国が定めた共通の基準で評価する任意の制度です。この制度により、工法や材料の異な
る住宅でも簡単に性能を比較することができます。　※2.敷地条件やプランにより、等級が変わる場合があります。公式な性能評価には別途申請費用が必要となります。  
※3.基準のないものに関しては、建築基準法レベルの性能としています。

子や孫へ住み継ぐ住まいを

長期優良住宅

実大振動実験で高い耐震性を実証

テクノストラクチャーの
長期優良住宅で
可能な性能

一般の長期優良住宅で
求められている性能※3

耐震（倒壊防止）
最高3

耐震（損傷防止）
最高3

維持管理
最高3

耐風対策
最高2

温熱環境

最高4

断熱等
性能等級

耐積雪
最高2

劣化対策
最高3

空気環境
最高3

1

0

2

つむぎえは、8つの項目で
最高等級※2相当の性能を実現

「長期優良住宅」で求められる認定基準のうち、住宅
性能表示制度※1の8つの項目において、つむぎえは、
すべて「最高等級」相当の性能を実現できます。

テクノストラクチャーの構造仕様は、阪神大震災クラス
（震度7相当）の揺れを5回にわたって加える実験を
クリア。激震に耐えうる高い構造強度が立証されています。

新築時の構造図面はもちろん、設備のメンテナンス
履歴などの情報をお預かりし、あなたのおウチの健康
状態を管理します。将来のリフォームの際には、履歴
情報を確認のうえ、実施することができます。

3.住まいの履歴書管理サービス※2

夜中にトイレが使えない、突然給湯器が壊れた、ガラス
を割ってしまった、鍵を紛失してしまった！ すべてのメー
カーの水・鍵・ガラス・給湯器など、緊急を要するトラブル
の応急措置・点検を行います。

1.緊急トラブル対応サービス※2

お部屋の電球交換や、手の届かない室内側の窓の
おそうじ、水もれや室内への雨吹き込み処理、家具の
移動などの日常のお困りごとを解決するお手伝いサー
ビスをご用意しています。

4.日常のお困りごと解決サービス※2

どこに頼めばいいかわからない、浄水器のカートリッジ
や、IHクリーナー、浴槽のゴム栓など、ご愛用のパナソ
ニック商品の消耗品や定期交換部品を宅配でご購入
いただけます。

2.メンテナンス対応サービス※2

「移住・住みかえ支援機構（JTI）※」が実施する、「移住・住みかえ支援適合住宅（かせるストック）」。耐久性・耐震
性にすぐれ、長期のメンテナンス体制を整えた良質な住宅であれば、本来50歳以上のシニアが対象の「マイホー
ム借上げ制度」を、新築時の簡単な手続きで何歳の方でも利用できるシステムです。最低賃料保証・終身借上
げなどの安心サポートで、提携ローンの利用が可能などのメリットがあります。

資産としての住まいの有効活用を応援

JTIかせるストック

転勤の際にも賃貸収入で
ローンを返済可能

定年後の田舎暮らしでも、
家を売らずに賃貸運用

両親の介護で実家に戻る間も、
賃貸収入を介護費用に

老後の高齢者住宅入居後も、
第２の年金に

50歳未満でも「かせるストック」
が利用できるつむぎえは、登録さ
えしておけば、急な転勤でもすぐ
に賃貸として住まいが活用でき
ます。安定した家賃収入でロー
ンの返済に充当でき安心です。

定年後のセカンドライフに田舎暮
らしをしても、自宅を売らずに「か
せるストック」を活用。賃貸収入を
移住先の住居費に当てられ、老
後の資産として保全もできます。

両親の介護でしばらく実家に戻る
時も、「かせるストック」なら、わが家
を賃貸活用しやすく、家賃収入を
介護費用のプラスにも。3年の定
期借家契約だから、介護が終われ
ばわが家に戻るのもスムーズです。

将来、高齢者向け住宅に入居して
も、わが家を賃貸すれば、家賃収
入がもうひとつの年金がわりになっ
て安心。終身借上げで、維持管理
も任せられるからさらに安心です。

長期優良住宅最高等級の品質を実現。
賃貸運用やアフターサポートの体制も整備。

ずっと幸せな未来のために

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



直射日光が部屋に入らないので、
効率的に冷房できます。

直射日光が部屋を暖め、
暖房設備を助けます。冬夏

家庭で消費されるエネルギー量は年々増加。省エネの強化が求められています。いま、政府が進めているのは「ネット・ゼロ・エ
ネルギー・ハウス（ZEH）」の普及。つまり、「エネルギーを自宅でつくって、自宅で使う」住まいのスタンダード化です。新築住宅
は、ゼロ・エネルギーがあたりまえという時代がやってきます。

太陽光のエネルギーはとても大きなエネルギー。必要なとき
は取り入れ、不要なときは遮断することで住まいの消費エ
ネルギーを減らす助けになります。つむぎえは、南面の大き
な窓の上にひさしの役割をするバルコニーや屋根を設ける
ことで、太陽の高度が高い夏は暑い日差しが住居に入る
のをカットし、太陽の高度が低い冬は大きな窓から暖かい
日差しをたっぷり取り入れます。

わが家でつくったエネルギーを効率的に使い、エネルギー収支をゼロへ

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 太陽の力を活用した窓デザイン

どんなに断熱性を高めても、外気と接している壁からは住
居内の涼しさや暖かさが逃げていきます。同じ面積でも建
物のかたちが違えば壁の面積は違うもの。住居内の快適
さを保ちやすいよう、つむぎえは壁の面積が小さくなる形状
にプランニングされています。

熱を逃さない住まいのかたち

住まいの温度が逃げにくく、
消費エネルギー小。

同じ広さなのに、
消費エネルギー大。

つむぎえコンセプトプラン エネルギー効率の配慮がない住宅

外壁面積
大

外壁面積
小

一次エネルギー消費量とは？
国が定めた住宅の省エネルギー性能のものさし
これまで住宅の省エネルギー性能の比較は、断熱性能のみでしかできませんでした
が、一次エネルギー消費量の導入により、設備なども含めた住まいで使うエネルギー
の計算・比較ができるようになりました。一次エネルギーとは、化石燃料、水力・太陽光
など自然から得られるエネルギーのことで、これらを変換・加工した電気・灯油・都市ガ
スは二次エネルギーといいます。家庭で使うことの多い二次エネルギーは、それぞれ
異なる単位（kWh、ℓ,MJ等）で使用されているため、一次エネルギー消費量に換算す
ることで、住まいの総エネルギー消費量をひとつの単位で表すことができます。

住宅も燃費で選ぶ時代
車の場合、１リットルあたり何キロ走れるかで、低燃費な車かどうか買う前にわかりま
す。それと同様に、住宅も燃費（一次エネルギー消費量）を比較すれば、買う前に住み
はじめてからどのぐらいエネルギーが必要かがわかります。

燃費の良い家は家計もスリム
住宅を購入後、毎月の支出となる住宅ローンと光熱費。住宅の燃費が良ければ（一
次エネルギー消費量が少なければ）毎月の光熱費の負担も小さくなります。環境に配
慮した住まいは、家計にも優しい住まいです。

１リットルあたり
何キロ走れるかで比較

一次エネルギー消費量
で比較

光熱費の
負担小

少量の
一次エネルギー

少ない
エネルギーで
快適な暮らし

１リットルあたり
何キロ走れるかで比較

一次エネルギー消費量
で比較

光熱費の
負担小

少量の
一次エネルギー

少ない
エネルギーで
快適な暮らし
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省エネルギー設備とそれをコントロールする情報技術で、
少ないエネルギーで快適に暮らす。

エネルギーを上手につかう

※6地域A3区分での目安です。ZEHに必要な太陽光発電システム
容量は地域、間取り、仕様、屋根の方角と勾配等により変わります。

高い断熱性能 高効率な設備機器 5.88kW※の太陽光発電システム
優れた断熱性能により、冷暖房
にかかるエネルギーをカット。住ま
いのここちよさと省エネを実現し
ます。

省エネ性、節水性の高い設備で、
毎日の暮らしで使うエネルギーを削
減します。

太陽の光をエネルギーに変換して、消費
エネルギーを超えるエネルギーをつくりま
す。つむぎえは消費エネルギーが小さいの
で、大容量の太陽光パネルを搭載しなく
ても、ゼロエネルギーを達成できます。

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは？

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）化の

「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」とは、1年間の消費エネルギーより太陽光発電システムなどによって住宅でつくる
エネルギーのほうが多い、または差がゼロになる住宅のこと。政府は、「2020年までにネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを標
準的な住宅にする」と目標を掲げています。ZEH化の目的は環境配慮ですが、住まい手にもさまざまなメリットがあります。

ひとことでZEHと言ってもその中身はさまざま。
大容量の太陽光発電を搭載すれば、多くの家
でZEHは可能ですが、太陽光発電という寿命
のある設備機器に頼りすぎてしまうと、将来的
にその性能が落ちてしまうということも。つむぎ
えは、設備をバランスよく使い、住宅そのもの
の性能を高めることで実現するZEHを目指し
ています。

POINT1 POINT2

省エネによって
消費する

エネルギー量を
減らすこと

消費した
エネルギーと

同等のエネルギーを
つくりだすこと

1年間の
消費エネルギー

（ゼロ）以下0＋ ＝

＝

使うエネルギーが多いので
ZEHに大容量の
太陽光発電が必要

使うエネルギーが少ないので
一般的な容量の太陽光発電でも

ZEHが可能

住宅そのものの性能が良い家

エネルギー消費
小

エネルギー消費
大

ポイント

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。



住まいで使用するエネルギーをトータルで制御するのが、HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）です。電力
の小売全面自由化が実施されたことで、さまざまな電力会社が生まれ、以前より電気料金体系は複雑に。わが家に
１番ぴったりの料金プランを持つ電力会社を選ぶには、エネルギーのモニタリングができるHEMSが必須です。

今後も上昇すると考えられる電気料金。自宅に蓄電
池があれば、安い深夜電力を溜めておいて電気代
の高い時間帯に使うことで毎日の節約に役立ちま
す。また、電力会社によって出力制御※1が行われる
と、せっかく発電しても売電できない状態になってし
まいますが、蓄電池があれば、売れない電力を蓄電
池に溜めることができ、発電した電力をムダにするよ
うなこともありません※2。

近年、停電は地震時だけでなく、異常な大雪や大雨によっても起こっ
ています。蓄電池があれば停電時も生活に必要な電力が確保できる
ので安心。万が一停電が数日間に渡っても、太陽光発電から充電で
きるので、自宅で生活を続けることが可能です。

※1.出力制御の対象となるのは、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四
国電力、九州電力管轄地域です。（2015年6月現在）　※2.蓄電池が満充電のとき
は充電できません。また、充電可能容量（5.6kWhタイプ：1.5kW）を超える充電はでき
ません。

さらに、将来的に導入が検討されているネガワット取引に参加することが可能になります。ネガワット取引とは電力需
要が大きくなることが予想された際に、電力会社が消費者に節電を要請し、それに対応した消費者に対して報酬を払
うというシステムです。HEMSがあれば、わが家が節電の要請に対応できるかどうか判断でき、対応するには何をどの
ぐらい節電すれば良いのかがわかるので、この取引に参加することができます。

HEMSのエネルギー見える化と機器コントロールで
電力の小売全面自由化に対応

蓄電池で毎日の節約と将来への備えが可能に
エネルギーの自給自足を目指すわが家へ

停電時にも電気が使えて安心

たくさんありすぎて
どこを選べば

１番オトクかわからない

一日中
同じ単価

A電力 B電力 C電力 D電力

HEMSがあれば、わが家で使用量の多い・少ない時間帯がわかり、
ぴったりな料金プランをもつ電力会社を選ぶことが可能です。

深夜が
安い

12時～14時が高い
21時～5時が安い

10時～18時が高い
18時～5時が安い

使用電力量

使わず余った電気
（余剰電力）

太陽光発電の発電量

深夜 深夜朝 昼間 夜

使用電力量

使わず余った電気
（余剰電力）

太陽光で
まかなえる電気

太陽光で
まかなえる電気

太陽光発電の発電量

深夜 深夜朝 昼間 夜

余れば売電

夜間に充電 昼間に充電夕方～夜に供給 夕方～夜に供給

蓄電池で
まかなう

蓄電池で
まかなう

夕方～夜に供給

蓄電池でまかなう安い深夜電気

蓄電容量：5.6kWhの場合

下の機器を約16時間※１ ～72時間以上※2 使用OK
消費電力合計265Wの場合

液晶テレビ※4
約100W
×1台

冷蔵庫※3
約50W
×１台

LED照明
約50W
×2台

携帯電話
充電
約5W×3台

●接続できる機器は合計2kVA以内（およそ1.5kW〜2kWに相当）でご
使用ください。

●使用できる時間は機器の消費電力や使用条件により異なります。
●接続できない機器もあります。詳しくはパナソニック株式会社発行の住

宅用リチウムイオン蓄電システムカタログをご覧ください。
※1.初期満充電時、太陽光発電システムが発電していない場合。
※2.パナソニック株式会社指定条件（曇天時の太陽光発電8kWh/日）

のシミュレーションにより算出。
※3.JEMA『年間消費電力量の推移（目安）について』より２００８年製冷

蔵庫の年間消費電力量の1時間あたりの消費電力で算出していま
す。冷蔵庫の中には、電源投入時・モーター始動時に特に大きな電
流が流れる機種があります。そのときには、保護機能が働き停止する
場合があります。

※4.本機はUPS（無停電電源装置）ではありません。タイマー切換え時に
テレビの画像が途切れたり、接続機器が停止する場合があります。
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HEMSのエネルギー見える化による省エネ効果
一般財団法人省エネルギーセンターの調査によると、省エネナビ※設置前後の比較では、前年同月と比べて
平均11％の省エネとなっており、1割程度の効果が上がっています。

※省エネナビとは、現在のエネルギーの消費量を金額で知らせると共に、利用者自身が決めた省エネ目標を超えるとお知らせし、利用者自身がどのように省エネをするの
か判断させる機器の総称です。

注） ・ 上記は概念図であり実際の機器構成ではありません。 ・ 掲載写真の画面は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合がございます。
・ AiSEGの画面は宅外から見ることはできません。

※各機能の動作条件、設定方法、注意事項等についての詳細は、パナソニック発行のAiSEG2カタログをご確認ください。　※1.AiSEG対応のエアコンおよび無線アダプタが必要です。　※2.電気使用量が少ない場合にはプッシュ通知されないことがあります。

モニター一体型「AiSEG2」で
住まいの電気機器を見える化

発電状況や消費電力など、電気
の流れをリアルタイムで表示。家
じゅうの電気をすべて見える化
することで、家族みんなの節電
意識アップが期待できます。

専用アプリ
「スマートHEMSサービス」

スマートフォンを利用して宅内・宅外の両方から
電気の使用状況を確認。設備機器の遠隔操作
やプッシュ通知により節電や家事、くらしの安心を
サポートします。

エアコンを外出先から
遠隔操作
宅外からスマートフォンでエアコン※1のオン・オフや、室温や
風量の調節ができます。帰宅前に部屋を快適な温度にして
おいたり、消し忘れ対策などに役立ちます。

子どもの帰宅を
プッシュでお知らせ
子ども部屋などの電気使用量が増えると「在宅」と判断し
てスマートフォンにプッシュでお知らせします。※2それによ
り子どもの帰宅を推定することが可能です。

スマートＨＥＭＳ
ヘムス

つくる きれいに

かしこく使う

ためる

わかる

エコキュート

太陽電池 モジュール

パワー
ステーション

リチウムイオン
蓄電池ユニット

AiSEG2
アイセグ2スマート

コスモ

スマートHEMSサービス

天井埋込形
空気清浄機

温湿度センサー

エアコン

照明

OPTION

OPTION

在宅を検知
しました。

在宅を検知
しました。

サービス例① サービス例②

［ 経済優先モード ］
昼間は太陽光で発電した電力を使い、夕方〜夜は安い深夜電力を溜めた蓄電池から
放電することで、電気代の高い時間帯の電力購入量を抑制します。

［ 環境優先モード ］
昼間に使わず余った電気を蓄電池に充電し、発電でまかなうことのできない朝方や夕方
〜夜に利用することで、電気の自給自足を目指します。

［ 停電時に使用できる機器・時間の目安（初期満充電時） ］

創蓄連携システム

太陽電池モジュール

リチウムイオン蓄電池ユニット
（5.6kWh） 屋内用

パワーステーション
屋側用

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。


