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一般社団法人 省エネ健康推進協議会が推進するトリプル遠赤冷暖では、
①窓から遠赤冷暖
②内装から遠赤冷暖
③輻射冷暖房から遠赤冷暖
上記3つの遠赤商品でクリーンで快適な室内環境をご提供していきます。
特にエアコンを嫌いな方や、無風・無音・温度ムラなしの自然に近い輻射冷
暖房をご検討の方向けに、輻射冷暖房を選ぶに当たってのポイント、問題点、
解決策等を本文にまとめてみました。

当協議会では、遠赤外線のメカニズムや、人体になぜいいのか、また遠赤外
線と輻射冷暖房・窓遠赤コート・内装遠赤コートとの関係、トリプル遠赤によ
る相乗効果など、遠赤外線の効果について情報公開しています。

トリプル遠赤冷暖をお取り扱いされる建築設計士の方は、
是非ご覧ください。

この資料は、環境省や、東京都都市住宅整備局がWEBで紹介している省エネ
リフォーム対策の項目とそれに合わせて、窓ガラスの断熱対策にもっとも効果的
な冷暖ガラスシールドや、今後、トリプル冷暖快適リノベーションシステムの取り
扱いを検討される方々に対し、他社輻射冷暖房との違いや、それに伴う「トリプ
ル遠赤冷暖」 の優位性を十分に理解してもらう為にご用意しました。
是非ご一読下さい。

中古物件の快適リノベーションやリフォームをお考えの方に、窓ガラスの
遠赤断熱コート・内装遠赤断熱塗装・輻射遠赤冷暖房シアー設置による
遠赤トリプルセットで、省エネ対策、健康対策、衛生対策をセットにした快適
なリノベーション=トリプル冷暖快適リノベーションシステムの普及を推進し
ていきます。

特に建築設計士、設計施工会社の方々とのコラボを中心に、快適な住環境
づくりを目指す全国ネットワークを構築していきます。

登録無料 トリプル冷暖快適リノベーションシステム 多数の特典提供
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年々新築の減少が続き、逆に、全国空き家件数は、2018年1026万戸/6377万戸(16.1％)となり、
2033年には、2146万戸/7106万戸(30％)へと増加する予想です。
今後、空き家の再活用・再利用も含め、中古住宅をお好みに合わせて快適リノベーションする人が多く
なっています。

特に2020年から始まった新型コロナの影響により、リモートによる自宅勤務が多くなり、快適な住環境
のニーズも大きくなってきています。都市部から離れ、地価の安い、環境のいい場所の中古物件を購入
し、 省エネ対策、衛生対策、健康対策の行き届いた快適なリノベーションニーズが人気になっています

こうした状況を踏まえ、2020年一般社団法人省エネ健康推進協議会を設立し、省エネ、健康、衛生対
策にかかわる企業が中心となって、トリプル冷暖快適リノベーションシステムを告知、普及活動していく
ことになりました。
トリプル冷暖快適リノベーションシステムとは、これまでのエアコン中心の冷暖房から、遠赤外線中心の
輻射遠赤冷暖房と窓遠赤断熱コート、内装遠赤断熱コートのトリプル遠赤冷暖をセットすることにより、
快適な健康にいい住環境を作るシステムをいいます。
今回、輻射冷暖房「シアー（THEAR)」とのコラボにより、3つの遠赤商品をセットにしたトリプル冷暖快
適リノベーションシステムを、今後ますます増える空き家対策向け中古物件の快適リノベーションシステ
ムとして、各県モデルルームを開設し、実際にお客様に体験いただき、多くの人に進めていきます。

2018年6365万戸の
16.9% 1075万戸

2023年6637万戸の
21% 1394万戸

2028年6884万戸の
25.5% 1757万戸

2033年7106万戸の
30.2% 2146万戸

363万戸増加

389万戸増加

319万戸増加

空き家の増加予測

15年間で1071万戸増加

ますます増える空き家；今後増加予測の中古物件対策・快適リノベーション市場

〈中古快適リノベーションが今後大きなトレンド〉
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〈中古物件を快適にリノベーションするポイントは〉

まず最初に、中古物件のリノベーションをする場合に、お客様が何を改善してほしいのか、何に困
っているのかに注目することが大きなポイントになります。
お客様が求める快適な住空間を聞いてみると、
一年のうちで、春や秋の暑くもなく、寒くもなく、適度の湿度で、空気がきれいで、臭いもなく、さわ
やかな空間、抗菌、防カビ対策、シックハウス対策されている環境ということが求められていること
がわかっています。

お客様の困ったこと、問題解決してほしいことを聞いてみると以下のような項目が多くありました。
特に多くの人が、夏の暑さ対策、冬の寒さ対策をいかに快適にするかを、中古リノベーションで、
大きなポイントに挙げていました。

6、室内、浴室、
クロス、壁などのカビ

5、窓、サッシ、壁面
の結露

7、窓から入ってくる
有害紫外線

3、西日が暑い、冷房の
効きが悪い

4、窓際が冷える、暖房の
効きが悪い

TVOC

8、シックハウス対策、
ペットの糞尿に臭い

1、エアコンの対流や乾燥
温度むらが苦手

2、冷暖房の効きが悪い。
電気代が高い。

9、抗ウィルス・抗菌対策

お客様の困ったこと、問題解決してほしいことを聞いた9項目は、今回展開する輻射遠赤冷暖
房シアー+窓遠赤断熱コート+内装遠赤断熱のトリプル遠赤冷暖セットに切り替えることで
解決することができます。

お客様に聞きました。お困りごと、改善して欲しいことは何ですか？

輻射冷暖房機シアー 遠赤窓断熱コート 内装遠赤断熱塗料
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資源エネルギー庁のホームベージで、以下の省エネ、健康対策に
関するデータが掲載されています。
この資料からわかるように、窓の断熱対策が一番のポイントです。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/

断熱性能の高い住宅は省エネになるだけではなく健康対策にもなり、
快適性も大幅に向上します。快適なりフォーム対策は、断熱対策です。

出典；資源エネルギー庁2017年家庭の省エネ徹底ガイド
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東京都都市住宅整備局の住宅の省エネリフォームガイドブックに、
省エネリフォームのポイント5項目が挙げられています。
今回、ご提案するトリプル遠赤冷暖は、コスト的に安く、住宅の省エネリフォーム
に最適なシステムです。
1、快適性の向上・・・・・・・・・断熱対策
2、省コストの実現・・・・・・・・冷暖房費の削減、省エネ化
3、耐久性の向上・・・・・・・・・結露対策、劣化対策
4、健康的な住まいの対策・・カビ対策、シックハウス対策、VOC対策

ヒートショック対策
5、環境負荷の低減・・・・・・・省エネ対策、CO2対策

住宅の省エネリフォーム5項目
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東京都都市整備局の住宅の省エネリフォームガイドブックに戸建て住宅の場合
の省エネ対策項目が載っています。
トリプル遠赤冷暖システムにすると の部分の対策ができます。

3、〇

5、〇

4、〇

6、〇

１，〇

2、〇

〇

住宅の省エネリフォームガイドブック

戸建て住宅の場合

屋根の日射遮蔽
天井・屋根の断熱
壁の断熱

1、〇
4、〇

5、〇

2、〇

6、〇

窓の日射遮蔽
窓の断熱

3、〇

トリプル遠赤冷暖システムによる断熱対策、省エネリフォーム
おすすめポイント

高効率な設備へ
の取り換え

通常これら3つを断熱対策を行おうとすると大幅な工事とコスト
がかかりますが、今回提案する内装からの遠赤冷暖塗装は、
必要な部屋の内装を遠赤断熱対策できるため、工事も簡単でコ
ストも安く調整できます。200㎡120万円・1㎡6000円

通常これら2つを断熱対策を行おうとすると、後付けサッシが中心
で、コスト的にも戸建てで30㎡100万円以上のコストがかかります
が、冷暖ガラスシールドだと30万円で解決できます。

上記2つの遠赤断熱商品と輻射冷暖房機シアーのトリプル遠赤冷暖
システムにすると1台の室外機と1階及び2階の2台の輻射冷暖房機
で快適な無風、無音、温度むらなしの快適な冷暖房システムになります。
2台の輻射冷暖房機と1台の室外機で193万円。
全館空調より格安になります。
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東京都都市整備局の住宅の省エネリフォームガイドブックにマンションの
場合の省エネ対策項目が載っています。
トリプル遠赤冷暖システムにすると の部分の対策ができます。

〇、5

〇、6

〇。7

〇、8

〇、3

〇、4

〇

マンションの省エネリフォームガイドブック

〇、2

〇、1

屋根の日射遮蔽
外壁、屋上の断熱
内壁、天井の断熱

窓の断熱
窓の日射遮蔽
内窓の断熱
内窓の日射遮蔽

トリプル遠赤冷暖システムによる断熱対策、省エネリフォーム
おすすめポイント

高効率な設備へ
の取り換え

通常これら3つを断熱対策を行おうとすると、共用部分もあり管理組合
の承諾を散らなければできません。また大幅な工事とコストがかかり
ますが、今回提案する内装からの遠赤冷暖塗装は、必要な部屋の内装
を遠赤断熱対策できるため、工事も簡単でコストも安く調整できます。
リビング、ダイニング、隣接の部屋100㎡60万円・1㎡6000円

通常これら4つを断熱対策を行おうとすると、後付けサッシが中心
で、コスト的にもマンションの場合、２0㎡80万円以上のコストがかかり
ますが、冷暖ガラスシールドだと20万円で解決できます。

上記2つの遠赤断熱商品と輻射冷暖房機シアーのトリプル遠赤冷暖
システムにすると1台の室外機と1台の輻射冷暖房機で快適な無風、
無音、温度むらなしの快適な冷暖房システムになります。
1台の輻射冷暖房機と1台の室外機で113万円で窓断熱の冷暖
ガラスシールドも含まれます。

〇、1
〇、2

〇、5

〇、3

〇、4

〇、6

〇。7

〇、8
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「冷暖房が効かない」 「冷暖房の温度むらや風が嫌い」 「冬場乾燥して嫌い」 「結露・カビがひど
い」 「エアコンが苦手」 「嫌なにおいがある」 「西日が暑い」「シックハウスで困っている」など

これらの問題は一般的に窓ガラスはガラス業者、遮熱はフィルムやコーティング業者、内装塗り替え
は内装業者、冷暖房は空調業者と、目的に合わせて各業者バラバラに相談しないといけません。

今回これらを、一般社団法人 省エネ健康推進協議会が窓口になり、トリプル冷暖快適リノベーショ
ンシステムとして 普及推進していきます。
今回、窓ガラス革命として業界No.1遮熱・断熱ガラスコート「冷暖ガラスシールド」、内装革命とし
て断熱と遠赤外線恒温効果をベースに防カビ機能もしくは不燃機能を追加した多機能水性塗料
「冷暖遠赤シールド」をセットにし、トップコートとして抗酸化ナノテクコーティング「クリーンエアガード
SP」、さらに輻射遠赤冷暖房機 シアーの遠赤3商品コラボにより、建物室内全般の問題を解決し、
省エネ対策・衛生対策・健康促進につながるこれらのトリプル遠赤コラボシステムを
「 トリプル冷暖快適リノベーション 」 と名付けました。

内壁・天井の節電対策と
防カビ対策 もしくは 不燃対策

冷暖遠赤シールド
(防カビ・不燃タイプ)

クリーンエアガードSP

断熱 / 保温 / 遮音 / 結露抑制 /節電
遠赤外線恒温 / 抗酸化 / 消臭抗菌 / 

防カビor不燃

内壁全般に断熱/遠赤外線恒温付き防カ
ビ塗料及び不燃塗料を塗布し、トップコー
トに抗酸化ナノテクコーティングを塗布す
ることで室内断熱塗料のメリットと自然派
健康塗料のメリットを同時に実現。

クロスの張替の代わりにクロスの上から
塗装することで快適な室内環境を実現。
通常のクロスの張替の価格にプラスで断
熱、遠赤外線恒温、結露抑制、遮音、抗菌
消臭、抗酸化機能及び防カビもしくは不
燃機能を付与することができます。

輻射遠赤冷暖房機器や床暖との相性も
抜群です。

窓ガラスの節電対策

= 冷暖ガラスシールド

西日対策・結露対策・紫外線対策

⇒太陽直射熱5度～10度以上カット、
冷房コストの削減､ＣＯ２排出削減

⇒結露抑制50％以上、窓側冷え冷え
ゾーン解消、暖房コストの削減､ＣＯ２
排出削減

⇒窓から入る有害紫外線99%カット

輻射遠赤冷暖房 シアー

中古物件のリノベーションに最適のトリプル冷暖快適リノベーション

◎遠赤冷暖輻射により、無音、無風、
温度むらが起きません。

◎無風で、ハウスダスト、アレルゲン
微粒子の飛散がありません。

◎業界最高の熱伝導率で冷暖の
立ち上がりが早く、省エネ

トリプル冷暖快適リノベーションとは、どういうシステムですか

窓から冷暖 内装から冷暖輻射冷暖房から冷暖
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一般社団法人 省エネ健康推進協議会がご提案する
「ダブル冷暖快適リノベーション」、「トリプル冷暖快適リノーベーション」の魅力とは

一般社団法人 省エネ健康推進協議会では、空き家が増え、ますます中古物件のリノベーションが
大きな市場となる今後、健康対策をメインに省エネ対策と、衛生対策を含めた快適性を追求してい
きます。
特に健康にいい輻射冷暖房を熱源とした遠赤外線をトリプルセットして、室内空間を遠赤空間でよ
り自然に近い快適性を実現していきます。
輻射遠赤冷暖房は、「シアー」を採用し、熱の出入りが一番大きい窓ガラスに遠赤外線吸収率の
最も高いナノ材料であるMTOを使った「冷暖ガラスシールド」を塗布することで、冬は、窓からの熱
逃げを最小限にし、保温効果を高め、部屋中の温度ムラを解消し、恒温状態にします。
これによりこれまでの輻射冷暖房の欠点であった、窓からの熱逃げが防ぐことが出るだけではなく
、遠赤外線の共鳴振動により、より早く冷暖房効果がアップします。
室内の温度むらもなく、熱逃げも少ないため省エネ効果もアップします。

一般社団法人 省エネ健康推進協議会の推進するダブル冷暖快適リノベーションシステムは、他社
輻射冷暖房との本体価格よりも安いうえに、輻射冷暖房機と最も相性のいい窓遠赤断熱コートの
施工がセットになった格安企画です。
輻射遠赤冷暖房をご検討の方はぜひ今回の企画をご利用ください。

さらに、内装遠赤断熱+抗菌、抗ウィルス、防カビ、抗酸化、消臭、空気清浄機能のクリーンエア
ガードSPをセットにし、健康促進、衛生対策をプラスしたトリプル冷暖快適リノベーションがおすす
めです。中古物件のリノベーションには、最適なシステムです。
上記2つのプランは、予算に合わせて好きな部屋から導入することができます。。
予算の関係上全室にするとコスト高になる場合は、メインでお使いになる部屋から、リビング、ダイニ
ングや、寝室だけでも快適にすることができます。

<通常の部屋>

暖房効率ダウン

熱逃げ

<窓&内装遠赤断熱コート+輻射遠赤冷暖房>

熱逃げ抑制

室内遠赤断熱塗料

窓
ガ
ラ
ス
の
遮
断
熱
コ
ー
ト

<通常の部屋>

太
陽
熱

冷房効率ダウン

窓
ガ
ラ
ス
の
遮
断
熱
コ
ー
ト

室内遠赤断熱塗料

<窓&内装遠赤断熱コート+輻射遠赤冷暖房>

冬の
暖房 さらに

暖房効率アップ

冷房効率
更にアップ

夏の
冷房

窓ガラスの遠赤断熱コート及び内装遠赤断熱塗装とのコラボにより、トリプル遠赤効果で、
冬はより早く温まり、また熱逃げも少なく、保温、恒温効果が高く、50%～の省エネが期待できます。
夏は、太陽熱の侵入を窓遠赤断熱、遮熱コートでカットし、内装の遠赤効果でシアーの冷輻射を
高くし、トリプル効果で快適な冷房効果により大幅な省エネ効果になります。

窓遠赤コート+内装遠赤コート+輻射冷暖房のコラボによるトリプル遠赤冷暖の相乗効果
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<通常の部屋>

暖房効率ダウン

熱逃げ

<窓&内装遠赤断熱コート+輻射遠赤冷暖房>

熱逃げ抑制

室内遠赤断熱塗料窓
ガ
ラ
ス
の
遮
断
熱
コ
ー
ト

<通常の部屋>

太
陽
熱

冷房効率ダウン

窓
ガ
ラ
ス
の
遮
断
熱
コ
ー
ト

室内遠赤断熱塗料

<窓&内装遠赤断熱コート+輻射遠赤冷暖房>

冬の
暖房

さらに
暖房効率アップ

冷房効率
更にアップ

夏の
冷房

夏は、太陽熱の侵入を窓遠赤断熱、遮熱コートでカットし、 内装の遠
赤効果でシアーの冷輻射を高くし、トリプル効果で快適な冷房効果に
より大幅な省エネ効果になります。

窓ガラスの遠赤断熱コート及び 内装遠赤断熱塗装とのコラボにより、ト
リプル遠赤効果で、冬、より早く温まり、また熱逃げも少なく、保温、恒温
効果が高く、50%～の省エネになります。

新しい冷暖房システム；夏は涼しく、冬は暖かい

世界初、窓遠赤コート&内装遠赤コートと輻射遠赤冷暖房のコラボに
よる遠赤外線トリプル冷暖の相乗効果

ここ10年前から注目されている輻射遠赤冷暖房機は、一般的に普及しているエアコンに対し、エア
コンの問題点である冬の温度むら、乾燥によるのどのからから、肌の乾燥など、夏の冷房時の冷え
性、温度むら、風、音のうるささ、雑菌の拡散などの問題点を解決できます。さらに遠赤外線による健
康面で輻射遠赤冷暖房はメリットがあります。窓ガラスへの遠赤断熱コートは,窓からの熱の出入り
を遮断し、夏は涼しく、冬は暖かく、紫外線カットし、省エネ効果も25%以上あります。

遠赤効果で輻射遠赤冷暖房と相性が良く、冷暖速度を大幅にアップさせます。また、内装の遠赤断
熱塗料で、断熱、恒温、遮音、遠赤外線、防カビ、抗菌の多機能塗料で、室内を内側から断熱し、保
温効果をアップさせます。遠赤外線放射率業界最高の角閃石を使い、輻射遠赤冷暖房機シアーと
窓ガラスの遠赤断熱・冷暖ガラスコートとのトリプル遠赤効果で省エネ、健康、衛生対策の最高のシ
ステムを実現しました。
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室内の上下温度差・各部屋間の温度差

断熱性能が不十分な住宅では、上下の温度差ができやすく、断熱性能が高い場合は、
上下の温度差も少なく、暖房していない部屋や部屋間の温度差も少なく、ヒートショックを
和らげることができます。

出典;一般社団法人 木を生かす建築推進協議会

適切に断熱された住宅低い断熱レベルの住宅

温度差が大きい 温度差が小さい

窓の断熱性が低いと、窓近辺ではコールドドラフトという
現象が起こります。これは窓ガラス表面で冷やされた空気
が下降し、冷気が床に沿って移動することで足元が冷え冷
えスースーする不快な現象です。
窓の断熱対策として、フィルム、断熱ガラスコート、ペアガラ
ス、LOW-Eペアガラスなどがあります。
コストが安く、性能もいい冷暖ガラスコートが省エネリフォ
ームに最適商品です。

コールドドラフト対策

経済産業省HPから

窓からの熱の出入りが建物で一番大きいため、省エネリフ
ォームを実施する際には、窓の遮熱性能や日射遮蔽性能
を向上させることが重要です。
窓の遮熱性能をを向上させるためには、ガラスを単板ガラ
スから複層ガラスなど熱を伝えにくいものにすることや、サ
ッシをアルミ製から樹脂製や木製などにすることが効果的
です。
複層ガラス＝ペアガラスは2枚のガラスの間に空気を閉じ
めることによって断熱性能を高めたガラスです。
単板ガラスの約2倍の断熱性能を持っているため、窓から
出入りする熱のロスを防ぐことが可能です。
太陽からの日射熱の大部分73％は、窓から侵入するため
、窓の日射遮蔽性能の向上が重要です。
日射熱の侵入を防ぐとともに断熱性能を一層向上させる
ため、片側のガラスの表面に金属膜コーティングをした低
放射＝LOW-Eペアガラスと呼ばれるものが使われる場合
もあります。
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窓の遮熱・断熱リノベーション商品として以下の対策商品があります。

⑴Low-Eペアガラス
￥40,000/㎡～

⑵内窓サッシLow-E
￥40,000/㎡～

⑶遮熱フィルム
￥15,000/㎡～

⑷他社ガラスコーティング
￥15,000/㎡～

前のページの資源エネルギー庁の図でもわかるように、一番のポイントは窓の断熱対策をすること
で省エネにも健康対策にもなることが分かります。
一般的に、窓の断熱対策で一番知られているのはLOW-Eペアガラスとノーマルペアガラスです。
LOW-Eガラスは夏の遮熱対策、冬の断熱対策のWの効果がありますがコスト的に1㎡4万円前後
のコスト面が大きな問題です。
ノーマルペアガラスは、冬の断熱対策には効果的ですが、夏の遮熱対策にはほとんど効果が
ありません。
ほかに遮熱フィルムと遮熱ガラスコートがありますが、遮熱ガラスコートは、あまり知られていません。
今回トリプル遠赤冷暖用に開発した、冷暖ガラスシールドは、夏の遮熱性能はLOW-Eガラスと
同等で、冬の断熱性能は、輻射遠赤冷暖房シアーとの遠赤外線吸収再放射による相乗効果で
部屋中を均一に、恒温、保温することで、大幅な断熱効果を発揮します。
一般的なエアコンでは、遠赤の相乗効果が少なく、遠赤断熱がベースの輻射冷暖房機との相性、
相乗効果が抜群です。
このため、協議会では輻射冷暖房機シアーには窓ガラスの遮熱、断熱対策の冷暖ガラスシールド
が最初からセットされて割引されています。

快適な住環境で一番のポイントは、窓の断熱対策

20㎡の窓ガラスでのコスト比較

LOE-Wペアガラス・内窓サッシ 20㎡ 80万円
遮熱フィルム 20㎡ 30万円
他社ガラスコート 20㎡ 30万円
冷暖ガラスシールド 20㎡ 20万円
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上記の通り、既存建物の中で、窓ガラスの断熱対策が一番重要になり、その為、LOW-Eペアガラ
スや遮熱フィルム、断熱、遮熱ガラスコートが採用されています。断熱・遮熱対策がない場合、冷房
の効きが悪くなります。冷房機器の省エネ対策だけでは、節電対策として十分ではありません。
冷房効率アップに重要な窓ガラスの遮熱、断熱コート 「冷暖ガラスシールド」の塗布をセットでお
勧めします。

建物への熱の出入りは、夏は窓から73%熱が入り、冬は58%熱が逃げています。
冷暖房効率は窓ガラスの遮熱、断熱対策が省エネ対策に最も有効です。

夏の室内温度を低くする方法として、太陽熱が一番入る窓ガラスに遮熱コートをすることが一番効
果的ですが、夏場の部屋は、暖められた空気が窓に近い天井付近に集中し、冷たい空気が足元の
状態になり、部屋の温度バランスが不均一になっています。

窓ガラスに遮熱ガラスコートをコートすることで冷房の効きが大幅によくなります。省エネ率25％。
室内の温度むらをなくすことにより、冷房の負荷が少なく、省エネになり、また温度むらによる不快
感も少くなります。

窓ガラスの遮熱、断熱対策が快適リノベーションで一番のポイント①

室内遮熱、断熱対策で窓ガラスの遮熱、断熱対策が一番のポイントなのをご存知ですか？

建物の熱の出入りは、夏は73%が窓から太陽熱が入ってきます。冬は、58%が温かい室内の熱が、
冷たい外へ窓から熱逃げしていきます。これは窓ガラス以外は、壁、内装材に断熱材を使っているた
め、断熱機能がありますが、既存の窓ガラスは遮熱、断熱性能がほとんどないノーマルガラスがほと
んどです。その為、後付けLOW-Eガラス1㎡4万円前後で取り付けられています。
(近頃は断熱性能の高いLOW-Eペアガラスが新築に採用されています。ただしLOW-Eペアガラス
でも十分ではありません。)

窓に遠赤断熱コートをコートすることで、夏の太陽直遮熱を5～10度、室温を2～3度下げ省エネ
率25%以上の効果があります。冬は、窓からの熱逃げを大幅に少なくし、暖房の効きを良くしてく
れます。結露を50%以上抑制し、結露からくるカビの発生も抑制できます。1回のコートで遮熱フィ
ルムの2倍15年以上の耐候性ありがあります。

夏の遮熱効果の
メカニズム⇒

①熱は暑いところから寒いところへ移動します。熱移動の原理
②外の暑さが冷房の利いた冷たい室内へ入ってきます。

窓
７3％

外壁7％

屋根
11％

換気口6％ 屋根6％

窓
58％

外壁
15％

換気口
15％

床
7％

●窓から冷房時に
外から熱が入ってくる割合

●窓から暖房時に
熱が外に逃げ出す割合
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断熱性能は、熱伝導率をいかに低くするかで決まります。熱は暑いほうから冷たい方へ、必ず伝導
します。冬は、ガラスのほうが内装材より、熱伝導率が高いため、室内の暖められた空気は、窓ガラ
スから、冷たい外へ熱移動していきます。
そのため、窓際が冷え冷えゾーンになり、結露が発生する原因になります。冬場の窓際がいつも冷
え冷えなのは、この冷輻射が原因で、室内の暖かい空気が窓ガラスから逃げているからです。
窓ガラスに冷暖ガラスシールドをすることで、赤外線を大幅に吸収し、室内に再放射するため、部屋
から熱逃げが少なくなり、冬場、室内が温かくなります。結露の発生も50％以上抑制できます。

室内の壁は樹脂塗料または壁紙＝塩ビシートなため、窓ガラスに比べ熱伝導率が低いことから、必
ず、壁よりも、一番熱移動が激しいのが窓ガラスになるため、窓ガラスから熱が逃げやすくなるため、
窓ガラスの断熱対策が、省エネに一番効果的です。
今回、一番安く費用対効果の高い遮熱、断熱ガラスコートを勧めています。

冬、室内を効率的に暖め、保温、恒温する方法として、遠赤外線塗料を内装材に塗布することも大
きなポイントになります。輻射遠赤冷暖房とセットで使用することで、暖房機器から放射された遠赤
外線が、内壁面の遠赤外線塗料で吸収再放射され、部屋中を放射状態にすることで恒温、保温
効果で、温度むらをなくし、省エネも20％以上期待できます。通常の内壁は、暖房機器からの遠赤
外線を壁面で吸収したまま、再放射が少ないため、保温、恒温効果が大きく減衰してしまいます。
今回の室内断熱塗料には、業界最高の98％以上の遠赤外線放射率である角閃石のセラミックを
使用した遠赤外線塗料です。

冬の断熱効果の
メカニズム⇒

①熱は暑いところから寒いところへ移動します。熱移動の原理
②室内の暖房熱が窓から冷たい外へ熱逃げしていきます。

「冷暖ガラスシールド」とはどんな商品ですか？

「冷暖ガラスシールド」とは窓ガラスに後施工が出来る赤外線＆紫外線カットの透明タイプ遮熱・
遠赤断熱ガラスコート剤です。専用ローラーで塗りムラなくコートでき、夏の窓から入る太陽熱の
遮熱、西日対策、紫外線対策、冬の室内の暖房熱の熱逃げ防止、結露対策に最適です。

遮熱フィルムの2倍以上の耐久性でとても経済的で、大掛かりな工事を必要としない温暖化対策
商品でもあります。

今回開発した、トリプル遠赤冷暖用の冷暖ガラスシールドは、人間が一番熱いと感じる近赤外線
900ナノ～1100ナノの波長域を90%以上カットし、輻射冷暖房と共鳴振動する遠赤外線を
95%吸収する業界最高の窓の熱移動を制御する遮熱・遠赤断熱・UVカット 窓ガラス用コーティ
ングです。

今回一般社団法人 省エネ健康推進協議会が展開する「ダブル冷暖快適リノベーション」、「トリ
プル冷暖快適リノーベーション」向けに、業界最高遮熱、断熱性能商品「冷暖ガラスシールド」、を
メーカー直の全国統一の責任施工価格で展開します。そのため一般販売はしていません。

遮熱・断熱効果で

空調負荷軽減 西日改善

節電

有害紫外線

99%以上カット
紫外線

夏のじりじり暑さ

西日対策

遮熱

冬の暖房熱

熱逃げ抑制

断熱 結露

10年の

再施工保証※

安心

（※ISO9050基準） 50%抑制

水ダレ防止

夏は涼しく、冬は暖かい

窓ガラスの遮熱、断熱対策が快適リノベーションで一番のポイント②
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LOW-EペアガラスとLOW-Eペアガラスに冷暖ガラスシールドを塗布した場合の比較

AGCのサンバランスLOW-Eペアガラス

・UVカット率 ７２％
・可視光透過率 76％
・赤外線カット率 69％
・SHGC 0．52
・遮蔽係数SC値 0.59

AGCのサンバランスLOW-Eペアガラスに

冷暖ガラスシールドをコート

・UVカット率 100％
・可視光透過率 62％
・赤外線カット率 96％
・SHGC 0．32
・遮蔽係数SC値 0.36

輻射冷暖房シアーとAGCのサンバランスLOW-Eペアガラスに対し、さらに冷暖ガラスシールドを
コートすることで大幅な断熱性能がアップします。
コートする前とコートした後で、窓からの熱逃げが大幅に少なくなり、金曜日の夜10時の暖房を
切った時点の室内温度26℃から朝7時の時点でわずか1℃の25℃しか下がっておらず、保温効果
が大幅にアップしました。これまでは、5～6度近く下がっていたことから、冷暖ガラスコートの遠赤
恒温、保温機能が確認できます。
単板ガラスや、ノーマルペアガラスの場合、冷暖ガラスシールドをコートすることで遮熱、断熱性能を
大幅にアップすることができます。
冷暖ガラスシールドは、1㎡1万円とコスト的に安く、省エネリフォーム対策に最適です

ダブル遠赤冷暖システムの優位性

AGC
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ガラスコートの種類
遮熱・断熱

ナノ材料

可視光

透過率

紫外線

カット率

近赤外線

カット率

赤外線

カット率
施工価格 取扱店

1
フリー

HOTガードH-SP
CTO 80%～ 99%～ 80%～ 90%～

1㎡2500円

1㎡4000円

1㎡12000円

ＤＩＹサポート店

節電、健康ECOハウス店

省エネ健康推進協議会

2 法人向け省エネ対策

省エネガラスコートH-SP

CTO 75％～ 99%～ 85%～ 90%～

企業向け

1㎡8800円

チェーン店舗向け

1㎡8000円

節電ＥＣＯショップ直

3マイスター店合同施工

3
業界最高遠赤断熱商品

冷暖ガラスシールド
MTO 70％～ 99%～ 90%～ 95%～

通常1㎡12000円

トリプル冷暖では

1㎡10000円
省エネ健康推進協議会

節電ECOショップ施工

4 他社遮熱断熱ガラスコート ATO 75％～ 99%～ 50%～ 90%～
1㎡12000円

～15000円 他社メーカー

節電ECOショップが取り扱う窓ガラス、遮熱、断熱、UVカットコート

業界シェア80%

NHK  冬を暖かく過ごす工夫TV朝日 猛暑を乗り切る節電術

業界シェアNO,1・世界30か国以上への販売と100万㎡以上の施工実績

ベース設計資料日本から世界へ

冷暖ガラスシールドの優位性
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エアコンの問題点が輻射遠赤冷暖房を採用することで解決できます。

空気対流の仕組みを使った冷暖房システムであるエアコンは、室内に温度むらが起こり、強くすると
音も大きくなります。夏は、低体温症、冷房病になり、体調不良にもなります。冬は、乾燥がひどくなり
、のどのカラカラや肌のカサカサで女性はじめアトピーの人には大変、嫌な時期になります。

エアコンを使うと部屋中にチリ、ほこりやウィルス、ダニなどが舞い、アトピーや喘息、花粉症の原因
や、症状がひどくなります。また、エアコンのフィルターを定期的にクリーニングしないと雑菌、レジオ
ネラ菌など、かえって部屋中に菌やウィルスを拡散させることになります。

これに対し、輻射冷暖房は、無風で無音、温度むらが起きず、快適な室内空間を提供する体に優し
い空調システムです。アレルギー対策、シックハウス対策、ヒートショック対策になります。
特に、保育園、老人ホーム、病院、健康施設に輻射遠赤冷暖房は、最適な冷暖房ツールです。

室内上下の温度むらの解消とそれに伴う冷暖房費コストのロスが解消されます。床、壁、天井、部屋
中の室内温度が、ほぼ均一になり、温度むらをなくし、室内を一定の快適温度に保ちます。

夏の冷房時の体のだるさ、冷え性、暖房時の足元の冷え、頭が暑くなる温度むら、肌の乾燥、カサカ
サ、のどのからから乾燥などエアコンによるストレスをなくします。

比較項目 エアコン
他社

輻射冷暖房

シアー輻射冷暖房

+窓冷暖+内装冷暖

1 速暖性 ◎ △ ◎

2 速冷性 ◎ △ ◎

3
埃、チリ飛散

ハウスダスト
× ◎ ◎

4 音がうるさい × ◎ ◎

5 風 × ◎ ◎

6
温度むら

上下温度差
× 〇 ◎

7
保温性

恒温性
△ 〇 ◎

8 メンテ・清掃 × ◎ ◎

9 体調不良 × ◎ ◎

10 夏の窓から熱 × × ◎

11 西日対策 × × ◎

12 夏・冷房病 × ◎ ◎

13
冬の窓からの

熱逃げ
× × ◎

14
冬・肌乾燥

喉からから
× ◎ ◎

15 デザイン性 △ ◎ ◎

16 電気代 △ 〇 ◎

17 初期費用 ◎ △ △

エアコンと輻射冷暖房・トリプル冷暖比較
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輻射遠赤冷暖房はエアコンとどう違うんですか

輻射遠赤冷暖房システムとは、冷暖輻射アルミパネルに「冷温水」を流し、アルミパネルを加温・
冷却させることで、「冷暖輻射」「放射」「吸熱」して、部屋中へ熱を与えたり、奪ったりする冷暖房
システムのことを言います。

暖房時、温水を冷暖輻射アルミパネルに流し、周辺の床、壁、天井などに直接的に遠赤外線を伝
播させることで、直接的に部屋中を温度むらなく、均一に、エアコンの対流方式と違い無風で暖め
る太陽の暖かさに似た自然で快適な空調システムです。

冷房時は、冷水を冷暖輻射アルミパネルに流し、周辺の床、壁、天井などから発する熱をアルミパ
ネル面で吸収させることで、物質が冷えて、部屋中を温度むらなく、無風で、森林浴に似たすがす
がしい、清涼感のある自然で快適な空調システムです。

室内を暖めたり冷やしたりする輻射冷暖房の効率は、より熱伝導率の高いアルミニュウムを使用し、
温水、冷水の温度をどれだけ多くの面積で室内へ放射できるかで決まります。
放射パネルに鉄を使っている会社もありますが、アルミは、暖める速度、冷やす速度をはかる熱伝導
率が鉄の3倍の性能があるため、一般的に輻射冷暖房の多くはアルミが使用されています。

輻射冷暖房機シアーは、構造的により多くの温水、冷水を熱伝導を良くした薄いアルミニュウムの
パネルに効率よく供給する仕組みのため、他社の製品に比べ2倍から3倍の速さで、部屋を暖めた
り、冷やすことができます。
輻射遠赤冷暖房の冷暖効率アップには、もう一つ重要なポイントとして、室内の熱の出入りが一番
激しい窓ガラスが一番遮熱、断熱対策が必要です。また、内外装の断熱塗装も重要です。
この点を協議会は窓遠赤断熱コートをセットしたダブル冷暖快適リノベーションと内装遠赤まで
コラボしたトリプル冷暖快適リノベーションシステムを推進しています。

輻射遠赤冷暖房の性能比較はどんな点を見ればいいですか

発熱体材質

流路形状

放熱板形状

循環方法

付属パーツ

放射方法

熱伝導率(W/m.k)

熱貫流率(U)

重量（kg）

A社 B社 C社

発熱体流路
イメージ

発熱体外部にアルミカバー装着 なし なし

アルミニウム（多素材複合） アルミニウム（100%） 鉄

単管 多穴管 単管

楕円形 フィン形状（ラジエーター型） 板状

銅管に直接循環水 本体アルミ多穴管に直接循環水 鉄に直接循環水

パネル放熱
イメージ

238 238 90.9

線放射 面放射 線放射

15.19 22.15

41.7 27.0 85.0

流路（銅管）

アルミカバー

流路（アルミ）

放熱箇所 放熱箇所 放熱箇所

遠赤冷暖の効率を決める放射面積の比較

A社 B社協議会
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輻射遠赤冷暖房シアーは他社に対しどういう優位性がありますか

熱伝導率が高いほど、アルミパネルが早く温まりやすく、早く冷えやすくなります。
輻射遠赤冷暖房 シアーに使われている特殊アルミフィンには、熱伝導率を業界一にするための
3つの特徴があります。

1．特殊アルミメーカーとして薄くて、軽くて、熱伝導を良くしています。

2、冷水、温水の接触面を業界一にするために、フィンに溝を入れることで表面積を大きくして、水を
温めたり、冷やす時間を業界最速にしています。

3、特殊アルミニュウム技術により、錆びなく、熱伝導を最大値にできるため、温冷のスピードが速く、
15分～30分で温冷熱します。省エネ効果も抜群です。これまでの立ち上りが遅いとのクレームの解
決になります。

4、アルミパネル全面に温水、冷水が接触できるよう温冷水との接触面を業界最高接触面にするこ
とで、熱伝導効率を業界最高にしています。

輻射冷暖房機との冷暖房効率をアップさせるには、何かありますか

輻射冷暖房の問題点は、窓ガラスの断熱対策をしないと、せっかく暖房で温められた空気が、窓
ガラスから冷たい外へ向かって熱逃げしてしまいます。冬場、窓際が冷え冷えゾーンになり、結露の
原因になるのは、このためです。これを冷輻射といいます。
この問題を解決する方法として、冬場、窓からの熱逃げを窓遠赤断熱コートをコートすることにより
熱逃げを大幅に防止できます。さらに内装壁に遠赤外線断熱塗料を塗ることで、遠赤効果で部屋
の温度むらをなくし、部屋を恒温、保温するため、輻射冷暖房との相乗効果で空調効率がさらに
良くなります。

問題点２、一般的な壁紙や、内装塗料だと輻射冷暖房から放射された輻射熱を吸収して、温めら
れた熱を壁紙や内装面で減衰してしまい、部屋が温まるのに時間がかかります
この問題を解決する方法として、輻射冷暖房は、機器から放出された遠赤外線輻射熱が、部屋全
体に伝わる熱のやりとりです。この場合、壁や天井に、遠赤外線放射塗料を塗布すると、輻射冷暖
房機器から放射された輻射熱が、遠赤外線放射塗料と共鳴振動し、減衰されることなく、部屋全
体に再放射され、部屋中が早く暖まり、省エネ、節電に大きな影響があります。

問題点3、夏の輻射冷暖房の問題点として、冷水をパネルに流して、窓から入る太陽熱を冷たい
パネルに引き寄せることで室内を冷房していきますが、窓を遮熱していないと、冷やしても冷やし
ても外の太陽熱が窓から入ってきます。そのため冷房効率が悪くなり、冷えるのに時間がかかり、
また、費用も高くなります。協議会が進める輻射冷暖房には、窓から入る熱をシャットダウンする遮
熱、断熱機能があります。
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オイルヒーターと輻射冷暖房シアーとの比較

30.4℃
輻射冷暖房シアー
ヒーター面サイズ 1800×790前後

1.422㎡×2面
アルミパネル製・熱伝導率236 W/m-k
床面積50㎡用

断熱性能のアップ率
ヒーター面積;4.37倍
熱伝導率；2.8倍
4.37倍×2.8倍＝12.2倍
対応面積；4から5倍

VS

輻射遠赤冷暖房シアー

95.4℃

オイルヒーター・赤外線ヒーター
ヒーター面サイズ 650×500前後
0.325㎡×2面
スチール製・熱伝導率83.5W/m-k
木造6畳用・コンクリート8畳用

1か月の電気代；1200W;1KW27円
1日16時間
1.2KW×16H×30日＝15540円
1日24時間
1.2KW×24H×30日＝23340円

輻射遠赤暖房オイルヒーター

・フィンやパネルの表面積が大きくなれは、輻射熱の放出量も増え、より早く温まりやすくなります。
・熱伝導率が高いほど温まりやすく、スチール製のオイルヒーターに比べアルミ製のシアーは2.8倍
早く温まります。
・上記のことから、オイルヒーターや赤外線ヒーターに比べ輻射冷暖房機シアーはパネル面積が4倍
以上、熱伝導率で2.8倍、2つ合わせると11.2倍以上暖房効率が良くなります。
また、パネルを高温に温めることで部屋全体を温めようとするオイルヒーターや、赤外線ヒーターに対し、
パネル面積の大きい輻射冷暖房機シアーは、30度近くの温度でも部屋中を暖めることができます。
下の図は、輻射冷暖房シアーとオイルヒーターの温度の比較です。
・安全面でもオイルヒーターや赤外線ヒーターはやけどの危険性があり、特に幼児がいる場合は、注意が
必要です。それに対し、輻射冷暖房シアーは、安全です。
・実際に、輻射冷暖房シアーを採用されたお客様からの感想は、オイルヒーター、赤外線ヒーターを
使っていたころに比べ、格段に温まるスピードが速いとのことです。当然電気代も安くなります。
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遠赤外線効果とは、育成光線とは何ですか

1981年、NASAが研究成果として太陽光線の中で3ミクロンから1000ミクロンの遠赤外線の
中で4ミクロンから13ミクロンの波長の遠赤外線が最も人体への深達力があると発表しました。
その後、各分野で研究が進み、この範囲の遠赤外線が血流循環や新陳代謝の促進効果に効果
があるという事実が判明し、この範囲の遠赤外線が「育成光線」と呼ばれるに至りました。

育成光線とは

（1）早く温まる

遠赤外線での温まり方は、周りの気温や空気に冷たさにかかわらず、物質が早く温まることです。
遠赤外線で早く温まる効果を「輻射(ふくしゃ)熱」と言います。実はこの輻射熱は日常的に体験
しています。 それは、「太陽の光で温かい」と感じることです。日陰にいると寒いと思うような気
温でも、日向にいるとすぐに温かいと感じることができると思います。これは、太陽光に含まれる
遠赤外線の効果で、日向に出たらすぐに「温かい」と感じる理由なのです。

育成光線の輻射熱で、毛細血管の血液を温め、温められた血液が全身にいきわたり、体全体が
温まります。体が温まると、内臓などの体の内部まで温まるので、体がぽかぽかになり免疫力が
アップします。・遠赤外線は、皮膚の0.2㎜のところまでしか熱として伝わりません。つまり皮膚表
面にある毛細血管内の血液を温め、身体全体を25～30秒で巡ります。この皮膚表面で温めら
れた血液が、内臓や身体の深部温度を温める為、身体の内部まで温めることができ、代謝を促
進して、免疫力を大幅にＵＰすることになります。

遠赤外線で血行が良くなると、手足の隅々（末梢神経）まで温められた血流により、毛細血管も
拡がり、全身に血が巡ります。血流が良くなり、酵素や栄養素の運びが活発化し、二酸化炭素や
老廃物の排泄も活発になり、代謝が促進されます。

遠赤外線の人体に対する効果

（2）体の内部が温まる
遠赤外線の輻射熱で体が温まると、内臓などの体の内部まで温まるので、体がぽっかぽかに
なります。遠赤外線は皮膚の0.2mmのところで、熱エネルギーに変換されます。さらには後述
する分子活動を活性化することで、皮膚近くにある毛細血管内の血液が温まるのです。
血液は循環するものなので、皮膚表面で温まった血液は、体全体をめぐります。皮膚0.2mmの
深さで温まった血液が肝臓や腎臓、胃などを温めて、体の内部から温まるのです。
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（3）一度温まると冷めにくい

遠赤外線の輻射熱で体が一度温まると、遠赤外線を受けなくなってもすぐに体が冷えず、温かさを
保つことができます。イメージでいえば、温泉にゆっくり浸かった後、温泉から出ても体がしっかりと
温まっているので、すぐに「寒い！」とはなりません。これにより、遠赤外線で体を温めるのは急な血
圧上昇をしないなど、血圧対策によいと言われています。

遠赤外線は、身体を早く温め、又一度温まると冷めにくい特徴があり、温められた血液の循環によ
り、全身の体温が平穏より1～2℃ＵＰします。風邪の予防、足先が冷えない為、朝までぐっすり、夜中
おしっこで起きることも少なくなります。

（4）共鳴作用で血液がサラサラに

人体には多くの水分子が存在します。通常、水分子はくっついて集合体として大きくなろうとします。
育成光線の共鳴作用には、この分子同士のくっつきを阻害する機能があります。阻害することで、
分子が小さいままでいられるため、血流やリンパの流れがサラサラになります。しかし、くっついて
大きくなってしまうと、分子が大きくなってしまい、血流やリンパの流れなどに影響を及ぼします。

遠赤外線の中で4～13μm範囲の遠赤外線=育成光線は、人体を構成する水分子と共振し、その
結果血管の拡張、血行の促進、リンパの流れ、新陳代謝の向上、免疫力の増強、人体のPHのバラ
ンスを調整効果があると言われています。育成光線は、人間が本来持っている遠赤外線波長域と
重なる為、周波数が合い、共鳴振動して熱エネルギーが伝わります。これに対し、こたつやヒーター
等の暖房器具は、皮膚表面を温めているだけで内部温度を温めることができません。

遠赤外線の人体に対する効果

【トリプル遠赤冷暖の遠赤外線の機能】
(1) 共鳴・共振・吸収・再放射
輻射遠赤冷暖房機から、放射された遠赤外線は、通常窓ガラスや内装材に吸収されて減衰しま
す。それを補うためには、内装と窓ガラスに遠赤コートをコートすると、窓、内装の遠赤コートで吸収
し再放射するため遠赤外線が減衰されることなく、まんべんなくゆきわたり、室内にいる人間に吸
収されます。すなわち、輻射遠赤冷暖房からの遠赤熱エネルギー→窓、内装遠赤コートによる共鳴
・吸収→振動→窓・内装遠赤コートからの二次放射→遠赤熱エネルギー→室内全般・室内にいる
人間に共鳴・吸収→振動→二次放射。このサイクルは輻射遠赤冷暖房（熱源）があるかぎり無限
に続きます。
内装遠赤コートに使用している角閃石の遠赤外線放射率は98％と高く、放射率が高いということ
はそれだけエネルギーがよく光に変換され遠赤効果が高いことになります。また窓ガラス遠赤断熱
コートも遠赤外線を吸収する遮熱ナノ材料のMTOにより、輻射遠赤冷暖房からの遠赤熱エネル
ギーを窓ガラス遠赤断熱コートで吸収し、室内側に再放射します。
これまで、一番窓からの熱逃げが大きかった問題点が窓ガラスの遠赤断熱コートによって解決で
きます。 これら3つの商品コラボにより、室内空間を理想の遠赤空間にすることができます。
すなわち、輻射遠赤暖房の効率が相乗効果で最大になります。

(2) 省エネ効果
遠赤の熱源である輻射遠赤冷暖房機からの遠赤外線の周波数が、窓ガラスの遠赤断熱コート、
内装の遠赤断熱コートと波長域が一致すると共鳴振動して熱エネルギーに代わります。 トリプル
の遠赤外線作用により温度むらが起きず室内の温度を均一にするため、「省エネ」効果が期待で
きます。
輻射冷暖房からの遠赤熱エネルギーを吸収して暖められた遠赤コートは、それを遠赤外線の電
磁波として放射、放射された光エネルギーは、人体に1秒間に10の12乗回という振動を与えるこ
とができます。ということは、人体に対して人体の波長域と共鳴振動して均一に熱エネルギーに変
換します。これは対流、伝導では得られない。つまり、人体のタンパク質や酵素といった種々のもの
に対して均一に、しかも同一に振動を与えることができます。
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輻射冷暖房を採用される方に朗報；特別価格を提供
一般社団法人 省エネ健康推進協議会のダブル冷暖が窓ガラスの冷暖遠赤コート
がセットで価格もお得。冷暖効果、健康対策、衛生対策、省エネ対策も効果抜群。

床面積
輻射冷暖房

①シアー;上配管

内窓断熱、遮熱コート

②冷暖ガラスシールド

協議会

特別モニター価格

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート
160万円

ダブル遠赤冷暖

128万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート

③、内装遠赤断熱コート

　　　45㎡

196万円
トリプル遠赤冷暖

156万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート
162万円

ダブル遠赤冷暖

130万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート

③、内装遠赤断熱コート

　　　60㎡

210万円
トリプル遠赤冷暖

168万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート
165万円

ダブル遠赤冷暖

132万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート

③、内装遠赤断熱コート

　　　90㎡

237万円
トリプル遠赤冷暖

190万円

床面積
輻射冷暖房

①シアー;下配管

内窓断熱、遮熱コート

②冷暖ガラスシールド

協議会

特別モニター価格

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート
133万円

ダブル遠赤冷暖

106万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート

③、内装遠赤断熱コート

　　　45㎡

169万円
トリプル遠赤冷暖

135万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート
135万円

ダブル遠赤冷暖

108万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート

③、内装遠赤断熱コート

　　　60㎡

183万円
トリプル遠赤冷暖

146万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート
138万円

ダブル遠赤冷暖

110万円

①、輻射冷暖房シアー

②、窓断熱、遮熱コート

③、内装遠赤断熱コート

　　　90㎡

210万円
トリプル遠赤冷暖

168万円

シアーLK-9　1台　67万円

ネイキッドタイプ(2000・1010)

室外機　　　36,2円

送料　　　　3万円

工事費　　10万円

材料　　　9.7円

配管隠しカバーなし

126万円

6㎡×12000円

＝7.2万円15㎡

30㎡

シアーLK-9　1台　67万円

ネイキッドタイプ(2000・1010)

室外機　　　36,2円

送料　　　　3万円

工事費　　10万円

材料　　　9.7円

配管隠しカバーなし

126万円

10㎡×12000円

＝12万円

20㎡

シアーLK-9　1台　67万円

ネイキッドタイプ(2000・1010)

室外機　　　36,2円

送料　　　　3万円

工事費　　10万円

材料　　　9.7円

配管隠しカバーなし

126万円

8㎡×12000円

＝9.6万円

建築工事費用は含まれていません

ダブル・トリプル冷暖システム　施工価格(新築に最適、コスト重視の方向け)

冷暖商品；一般販売価格

15㎡

20㎡

30㎡

シアLK-9　1台　945300円

フレームタイプ(2000・1010)

室外機　　　36,2円

送料　　　　3万円

工事費　　10万円

材料　　　9.7万円

配管隠しカバーなし

153万円

10㎡×12000円

＝12万円

シアLK-9　1台　945300円

フレームタイプ(2000・1010)

室外機　　　36,2円

送料　　　　3万円

工事費　　10万円

材料　　　9.7万円

配管隠しカバーなし

153万円

6㎡×12000円

＝7.2万円

ダブル・トリプル冷暖システム　施工価格(既存、新築向け；デザイン重視の方向け)

冷暖商品；一般販売価格

断熱性能;　UA値　0，60　高断熱を基準にしています。
断熱性能;　UA値　0.20の　超高断熱の場合は、対象㎡数が20％多くなります。

断熱性能;　UA値　0.46の　通常断熱の場合は、対象㎡数が10％多くなります。

断熱性能;　UA値　0.87の　通常断熱の場合は、対象㎡数が20％少なくなります。

シアLK-9　1台　945300円

フレームタイプ(2000・1010)

室外機　　　36,2円

送料　　　　3万円

工事費　　10万円

材料　　　9.7万円

配管隠しカバーなし

153万円

8㎡×12000円

＝9.6万円



名古屋モデルハウスを11月から1月まで体感された方々の感想

1、通常エアコンだと頭の方が暑く、足元が冷たいと感じるが、トリプル遠赤冷暖だと、床暖房を
しているような、足元の冷たさを感じなかった。

2、とても静かで、無風なため、空気がさわやかな感じがしました。

3、遠赤外線効果なのか体がポカポカして保温効果の持続を感じることができた。

4、暖房機から離れているトイレも、ヒヤッとした感じがなく、壁を隔てた、暖房機のない隣の部屋
も暖かった。

5、冬なのに室内にいるとぽかぽかの春の陽気で、寝るときに暑い掛布団がいらない。

6、これまで冬は、足元が冷え性で、なかなか温まらず寝る時間がかかっていたが、トリプル遠赤
冷暖にしてから寝つきがよくなり、朝までぐっすり寝ることができるようになった。

7、外の温度が4℃だと、これまで窓際にいると冷え冷えゾーンを感じていたが、ほとんど感じなく
なって、窓際でもぽかぽか暖かかった。

8、高血圧で130以上あったが、1か月以上トリプル冷暖の部屋に住み始めて、120以下になっ
た、遠赤効果で血流が良くなったのかも

2021年1月12日体験会 参加者15名
；外気温4℃；輻射冷暖房シアー暖房設定28℃・室内各所24℃・窓際も24度
全員が心地よい暖かさの感動されていました。
他社輻射冷暖房を経験された方2名の感想
立ち上がりが早く窓際の暖かさが、輻射冷暖房だけに比べ格段の違いを感じた。
モデルハウスを出て、1時間ぐらい遠赤効果なのか体がポカポカした。

実際に体感していただくとトリプル遠赤冷暖のすばらしさが分かります。
是非モデルハウスで体感してください。

トリプル遠赤冷暖モデルハウス

場所；愛知県瀬戸市苗場町21-1番 ・瀬戸市駅、新瀬戸駅から徒歩10分
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一般社団法人 省エネ・健康推進協議会 概要

本部；東京都台東区浅草橋2-25-10 チャコペーパー会館３F
TEL 03-5809-1366 FAX 5825-6504

事務局；代表理事 島田靖弘
理事、事務局長 高堰督裕
理事、 事務局 南早也人
WEB担当 南優由花
建築設計士窓口 朝倉 浩樹
名古屋支部長 八田広徳

組織；本部推進パートナー店・・モデルルーム設置の本部推進パートナー店
アドバイザー会員 ・・・・・・建築設計士
推進サポーター会員・・・・・トリプル遠赤冷暖システムの普及推進員
PROサポート会員・・・・・・・節電ECOショップ認定3マイスターPROサポート店
賛助会員・・・・・・・・・・・・・・取り扱うメーカー、輸入元

活動趣旨；この社団法人は、窓からの遠赤冷暖、輻射冷暖房からの遠赤冷暖、
内装からの遠赤冷暖のトリプル遠赤冷暖システムを体感モデルルームを中心に
設計建築士と共同で普及推進していきます。

活動内容；トリプル遠赤冷暖=トリプル冷暖快適リノベーションシステムの案内
各市に体感モデルルームの募集。
リモート研修による商品プランの普及活動

推進プラン；トリプル冷暖快適リノベーションシステム
ダブル冷暖快適リノベーションシステム
窓ガラス冷暖快適リノベーションシステム
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