
■クリエイト　1208.9 完成見学会　B4（表）

裏面もご覧ください

光熱費ゼロの家「山ちゃんの家」

2階建住宅

会学見成完

一般建設業許可番号（般－２9）第３９０７８号　一級建築士事務所登録番号　新潟県知事（ホ）第３４６４号

土 日
12/12/8・98・9
この展示会は施主様のご厚意にて開催されます。
ご来場の際は靴下の着用をお願い致します。

完成と着工現場H30年度
ZEH住宅

I 様邸  　完 成 　　   南魚沼市  3.0m耐雪の家
S様邸  木  工  事  　南魚沼市  山ちゃんの家
A様邸  完 成  　南魚沼市  山ちゃんの家
N様邸  木 工 事  　　南魚沼市  山ちゃんの家
K様邸  木 工 事 湯 沢　大規模リフォーム
S様邸  基礎工事  　十 日 町  3.3m耐雪の家 正ちゃんの家
T様邸  基礎工事  　南魚沼市  山ちゃんの家

F様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家
K様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家仕様
F様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家
T様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家
Y様邸  完成  南魚沼市  正ちゃんの家
K様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家
Y様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家
I様邸  完成  南魚沼市  山ちゃんの家

長期優良住宅
長期優良住宅
長期優良住宅
長期優良住宅
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長期優良住宅

塩沢

至 六日町→

至 六日町I.C→

南魚沼
市民病院●

至 六日町駅→

ローソン
六日町店様南魚沼消防署

南魚沼地域振興局

原信様

セブンイレブン様
●ひらせい様

塩沢小

JAしおざわ様

←至
塩沢 Aコープ

しおざわ様

←至
塩沢石打I.C 塩沢庁舎

塩沢商工高

関越自動車道

17
塩沢小学校入口

南魚沼市塩沢335番10

至 六日町→

ご案内図

AM10:00～PM4:00AM10:00～PM4:00
会場：南魚沼市塩沢335番10会場：南魚沼市塩沢335番10

5.415kw
太陽光発電

付

4校

18.11．29



高光透過性強化ガラスと、強靭なモジュールフレームを

採用し5400Pa強度試験に合格。およそ「540kg/㎡」

の荷重に耐えるほどの強靭なモジュールです。

太陽光発電システム電気代シュミレーション

＊売 電 電 力 太陽光パネル5.5kwの場合 ※弊社での太陽光設置住宅の平均地を参考
＊売 電 価 値 28円／ kwhで試算（H30年度売電価格）

＊使用電力・価格 5人家族の場合　※太陽光発電会社のシュミレーションから引用

弊社施工住宅（A様邸・U様邸）

太陽光発電H28～H29年度資料

製品の特長

単結晶モジュール

285W 最高電力出力 最大出力公差＋５W

製品保証10年 リニア出力保証－0.55%×25年

発電効率が良く真夏や曇天・朝晩などの条件下でも出力低下が少ない為、

より多くの実発電量を得ることが出来ます。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

テュフ・ラインランド社の実発電量シュミレーション

評価で、最優秀賞を受賞。

また IEC規格の2～4倍にあたる「DNV-GL」の過酷

な試験を全てクリアしました。

保証範囲が大きい 従来品の保証値と比べて、広い範囲で出力を保証します！

■クリエイト　1208.9 完成見学会　B4（裏）

月々のご負担が
こんなに軽減されます

第三者機関からの最高評価 高強度フレームで高い積雪荷重に耐える

18.11．29

4校

ZEH住宅探訪ツアーZEH住宅探訪ツアー
「山ちゃんの家」「山ちゃんの家」太陽光

発電付ZEHと長期優良住宅
ネットゼロエネルギーハウス

太陽光発電量（kwh）

発電中の消費電力（kwh）

売電量（kwh）

売電額

1月

124 230 491 542 568 586 661 622 596 344 304 216

252 144 144 108 72 108 180 216 108 108 144 216

0 86 247 434 496 478 481 406 488 236 160 0

￥0 ￥2,408 ¥12,152￥6,916 ¥13,888 ¥13,384 ¥13,468 ¥11,368 ¥13,664 ¥6,608 ¥4,480 ¥0

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

5,284kwh

1,600kwh

3,684kwh

¥98,336
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出力保証範囲

（出力保証）

南魚沼市坂戸112-312/9(日) 10:00～12:00AM AM
10:00～12:0010:00～12:0010:00～12:00
AMAMAM AMAMAM 予約締切 12/7(金)

太陽光発電システム太陽光発電システム

次回の見学会

完成見学会

AM10:00～PM4:00

光熱費ゼロの家「山ちゃんの家」

土22 日2312/

エコウィンハイブリッドの
暖房システムを体験してみませんか？
エコウィンハイブリッドの

暖房システムを体験してみませんか？ 雪国でもこんなにお得！雪国でもこんなにお得！

090-7254-6459
※詳細はこちらまで

南魚沼市浦佐5933番5

完全予約制（4組限定）完全予約制（4組限定）

025－778－1430


