建物は“ゼロ・エネルギー”の時代へ

ZEH-M（ゼッチ・マンション）とは

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入
することにより、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した集合住宅です。

※ZEH-M：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション

ZEH-Mのメリット
居住者側のメリット

①住環境メリット

・高い断熱・遮熱性能により、温度ムラの少ない、快適な室内環境を実現できる
・冬場のヒートショックを低減できる
・高効率で機能的な機器や見える化システムで、スマートに快適な住空間を実現できる

②経済的メリット

・高断熱・遮熱性能と高効率設備の採用により、光熱費を低減できる
・エネルギーの使用状況を「見える化」し、無駄の削減と効果の確認ができる
・省エネ住宅の普及支援制度により、優遇を受けられる場合がある（税、借入金利等）

③レジリエンスメリット

・建物に必要なエネルギー消費量を削減しつつ、太陽光発電連携の蓄電池を活用することで、
停電時にも電力を供給できるので、緊急時の安全・安心が向上する

デベロッパー・オーナー側のメリット
①社会的メリット

・ZEH-Mを建設・所有することで、脱炭素に向けた「環境配慮活動」や「街の顔としての
魅力」をアピールでき、事業主としての評価及び物件価値の向上効果がある

②経済的メリット

・建物のエネルギー消費量が削減され、光熱費を大幅に低減できる
・エネルギーや機器の使用状況を計量・計測して「見える化」により、効率的に管理できる
・補助金の活用等により、ZEH-M導入に必要な初期費用を圧縮できる

③販売上メリット

・居住者側のメリットを明確にすることによる、他物件との差別化ができる
・環境配慮への意識が高い購買層へのアピールができる

主な補助金制度の一例
実施団体

2021年 ９月 現在

交付条件
経済産業省 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
「超高層ZEH-M実証事業」住宅用途部分が21層以上のZEH-M

一般社団法人
環境共創イニシアチブ

環境省 集合住宅の省CO2化促進事業
「高層ZEH-M支援事業」住宅用途部分が6~20層のZEH-M
環境省 集合住宅の省CO2化促進事業
「低中層ZEH-M促進事業」住宅用途部分が1~5層のZEH-M
※最新の補助金情報については当社HPで確認ください

ＳＤＧｓについて

2015年9月に国連で採択された、2030年までを期限とする17の持続可能な開発目標です。
そのうち、ZEH-Mの取り組みは、ゴール７、９、11、12、13に該当しています。

ZEH-Mの概要・種類
年間のエネルギー消費量に応じて、４つのカテゴリーに分類
ZEH-M Ready 4・5階建て以下
→50%省エネ

ZEH-M 3階建て以下
→100%省エネ
Nearly ZEH-M 3階建て以下
→75%省エネ

ZEH-M Oriented
6階建て以上
→20%省エネ

マンション全体（住 棟 ）で の 評 価
外皮断熱性能

カテゴリー

※全住戸で以下を達成

【参考】

ZEH-M
Nearly ZEH-M

※共用部を含む住棟全体で以下を達成

再エネ除く
20％以上
（全住戸）

ZEH-M Oriented

Nealy ZEH-M･ZEH-M

目指すべき水準

再エネ含む
100%以上

強化外皮基準
（ZEH基準）

ZEH-M Ready

省エネ率

75%以上

ZEH-M Ready
ZEH-M

３階建て以下

50％以上

４・５階建て

再エネ不要

６階建て以上

Oriented

右ページ対応項目イメージ

※強化外皮基準とは､地域毎に定められた外皮(熱的境界にある外壁･天井･屋根･窓･ドアなど)の断熱性能基準(外皮熱貫流率UA値)のこと

ZEH-M（ゼッチ・マンション）とするためには、住棟での評価が必要です
住戸のみZEHの取得は住戸単位での評価も可能です(その場合は住戸毎に住棟と同じ基準を満たす必要があります)

光熱費の削減目安（各住戸）
一般的な集合住宅のファミリー住戸に比べて、以下のコスト低減が想定できます
・ZEH- Ready （50%削減想定）で光熱費 約７万円/年
・ZEH- Oriented（20%削減想定）で光熱費 約３万円/年

東急建設のZEH-M実績
プライムスタイル川崎

川崎市初のZEH-Mを取得。
様々な建築的配慮と設備的技術を導入し、
BELS認証で
ZEH-M Oriented
（33％のエネルギー削減）
を達成し、2021年3月に竣工しました。

ZEH-M実績
実績

2019年度

2020年度

棟数

1棟

1棟

戸数

248戸

168戸

プライムスタイル川崎 BELSプレート

ＺＥＨデベロッパー
ZEH-M補助事業では「ＺＥＨデベロッパー」の関与が補
助金申請の要件となっております。当社ではZEHデベロッ
パーの登録をしており、ZEH-M導入の提案から申請等の
お手伝いまで、トータルサポートを行うことが可能です。

プライムスタイル川崎 外観パース

東急建設ＨＰ

ＺＥＨ Ｍの取り組み

東急建設のZEH-Mメニュー

Low-Eガラス
外壁部断熱材
二重サッシ･アルミ樹脂複合サッシ
自然採光

太陽光発電システム
室外機台数制御運転
蓄電池

Nearly ZEH-M・ZEH

ZEH-M Oriented ＋下記項目を追加

ZEH-M Ready

基準項目

MＥＭＳ

蓄電池
太陽光発電システム等で発電した余剰電力
を蓄え、夜間の共用部に電力を供給し、
省エネを図ります

エレベーター回生電力利用
減速運転時等に発生する回生電力を回収して
再利用します

■ 住宅高効率機器・室内環境
ヒートポンプ給湯機

その他省エネルギー技術

空気の熱を利用した給湯機で、エネルギー
消費効率の向上を図ります

高断熱浴槽・高効率換気機器
LED照明実装・人感センサー制御
潜熱回収給湯器・節水･節湯器具
HEMS・MEMS

床暖房拡張・全熱交換器
明るさセンサー制御
サーカディアン制御

＋下記項目などを追加

バルコニー太陽光パネル
バルコニーに太陽光パネルを設置し、発電
を行います

■ 共用機器
室外機台数制御運転
必要負荷に合わせた運転により消費電力を
抑えます

バルコニー太陽光パネル
ヒートポンプ給湯機
エネファーム
ＨＥＭＳ

ZEH-M Ready

建物デザインによる省エネ
建物四周にバルコニーを設置し、庇効果に
よる空調負荷の低減を行います

■ 創エネルギー・自然エネルギー
太陽光発電システム
屋上および外壁面に太陽光発電パネルを設置
し、発電を行います

自然換気
涼しい外気を取り込み、室内の温まった空気を
屋内階段を利用して建物上部から排出します

選択項目

エレベーター回生電力利用

クールヒートチューブ
年間15℃前後の地中熱を利用して、夏は涼
しく、冬は暖かい空気を室内に取入れます

クールヒートチューブ

ZEH-M Oriented

エネファーム(固体酸化物形燃料電池SOFC)
都市ガスから取り出した水素と酸素を化学
反応させて「電気」をつくり、発電時に
生まれた熱で「お湯」もつくります

高効率空調機・全熱交換器・照明タイムスケジュール制御

外壁部分

+

高効率変圧器
電圧変換時の電力ロスを抑え、電力エネル
ギーをより有効的に活用します

参考コスト：工事費＋２～４％

選択項目

基準項目

■ 窓・外壁
Low-E（ロー・イー）ガラス

■ 住宅高効率機器・室内環境
高断熱浴槽

複層ガラス日射遮断効果・断熱効果があり、
空調負荷を低減します

保温性の高い浴槽でお湯の温かさを保ちます

外壁部断熱材（厚み50mm～60mm程度）
外壁の断熱性能を高め、空調負荷を低減します

高効率換気機器
高効率のDCモーター付き換気機器を採用する
ことにより、消費電力を抑えます

二重サッシ・アルミ樹脂複合サッシ
日射遮断効果・断熱効果があり、空調負荷を
低減します

■ 共用機器
高効率空調機
高効率の空調機を採用することにより、消費
電力を抑えます

■ 見える化
ＨＥＭＳ
HEMS（ヘムス）
（ホームエネルギーマネジメントシステム）

住戸内のエネルギーの情報を集約し、見え
る化を行うことで、居住者による省エネ
効果の確認・改善に寄与します
給湯HEMS対応（専有部）
給湯機をスマートフォンで操作、床暖房の
運転・温度調節や浴室の使用状況も確認
できるため、家庭で使うエネルギーの管理
に役立ちます

LED照明器具実装
消費エネルギーの少ないLED照明を実装し、
省エネ効果に大きく図ります。
人感センサー制御（玄関・廊下）
不在時に照明の点滅を自動制御します

全熱交換器
共用部室内の熱を回収し、快適な空気を外に
逃がさない効率のよい換気システムです

潜熱回収給湯器
ガスの使用量を抑え、CO2の排出量を削減
することができます

照明タイムスケジュール制御
スケジュール制御により時間帯毎に自動的に
照明の点滅を制御し、消費電力を抑えます

節水･節湯器具
（手元止水機能･水優先･小流量吐水機能）
使用水量の節水・節湯効果が期待できます

HEMS
空調

全熱交換器（専有部）
室内の熱を回収し、快適な 空気を外に
逃がさない効率のよい換気システムです
明るさセンサー制御
日中の明るい時間に照明の明るさを
自動制御し、消費電力を抑えます

照明

サーカディアン制御
生体リズムに合わせた調光・調色で、
快適な空間を実現します

ｶﾞｽ給湯器･ｴｺｷｭｰﾄ
MＥＭＳ

床暖房拡張（主たる居室）
空間の床面積に見合ったパネル敷設率
に拡張することで、効率的に暖房する
ことができます

MEMS（メムス）
（マンションエネルギーマネジメントシステム）

共用部のエネルギーの情報を集約し、見える
化を実施することで、環境アピールや啓蒙活
動を行います

自然採光
ルーバーや北側開口を配置することで
自然光を取り入れます

※参考コストは概算での目安金額となり、建物形状や条件によって異なる場合があります

