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はじめに 

環境に配慮したワンランク上の施設 
 
 エコウィンは環境に配慮するメッセージ性が高くデザイン的にも優れ
ています。遠赤外線効果により、きれいな空気の中で健康的にご利用い
ただくことができ、空気感染などの安全性にも配慮された高品質な快適
環境を創り出す冷暖房システムです。 
 
 利用者の皆様が日常的にご利用されることを前提に、長時間ご利用い
ただいても居心地が良く、皆様にとって快適に、楽しく集える、癒しと
学びの場づくりに貢献致します。 
 
 私たちはエコウィンを通じて、本地域の豊かな環境を未来へつむぐ一
助をになうと共に、人々にとって暮らしの中に楽しさのある生活の向上
に「快適性・デザイン性・省エネ性」面から貢献して参ります。 
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ecowin ornamentの特長と安全性 

地球環境(P１２参照) 
エコウィンをお使いいただくと30年間で 1556ton- CO₂の削減効果があります。 

30年間で37.0 ha分の森の吸収するCO2に相当し、地球環境に貢献できる施設となります。 

省ｴﾈ・ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 
ｺｽﾄ(P1２参照) 

エコウィンをお使いいただければ30年間のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄが 1億7千万円 お得になります。 

空気 輻射式なので施設全体の空気の再循環を伴わないクリーンな空気環境を実現します。 

空気感染 
(P７参照) 

風の発生がなく従来の暖房設備に伴う冬季の室内の乾燥を抑制、 
口腔・鼻粘膜の乾燥からのウイルス感染を軽減することができる。 

基本料金(P1２参照) 
エコウィンは、エアコンと比較し皮相電力が、58%低減できます。 
エコウィンはデマンドを抑え基本料金が年間199万2千円お得です！ 

快適性(P5、P6参照) 
冬はまるで陽だまりのように、夏はまるで森林に入り込んだような温度ムラのない 
1年中「春」の様な快適な環境を、室内において実現します。 

地球環境  
(P１２参照) 

簡易型のビルマルチエアコンと比較した場合、 CO₂排出量は54%減、 

ランニングコストは59%減と大変省エネです。 

温度ムラ(P２0参照) 室内全体の冷暖房を行うので温度ムラが殆ど発生しません。安定した室内環境を実現します。 

「某市町村向け複合施設」 エコウィン導入メリット 
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風(P７参照) 風が発生しないので、ホコリを巻き上げず、アレルギーの抑制になります。 

結露水(P7参照) 
オーナメントによって、不意にお客様が結露水で濡れることがありません。 
衛生的な室内雰囲気を実現します。 

製品寿命(P10参照) 
エコウィンパネルは樹脂製で腐食しません。パネルの製品寿命は30年以上。エアコンの倍以上の
寿命がありＬＣＣを抑えることが出来ます。熱源も完全密閉回路で長寿命です。 

衛生面 光触媒+抗菌、消臭により、衛生的です。 

安全性(P7参照) 

 
 
 
 
 
 
 
 
発熱部に直接手で触れることがないので、暖房時に火傷の心配がありません。 
放熱部は軽量化をしており安全です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

吹抜け空間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
エアコンは暖房時天井ファンなどで強制的に温風を下降させる必要があるがエコウィンは遠赤外
線による暖房を行うため、不要。機器更新ｺｽﾄ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ・ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄが低減できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メンテナンス（エアコ
ンとの比較(P1０参照)） 

エコウィン室内機のメンテナンスはドレンパンの清掃程度。 
エコウィンをお使い頂ければメンテナンスコスト、手間が大幅に軽減します。 

音(P7参照) 音が無いため、自然に近い静かな室内環境を実現します。図書館、劇場に最適です。 

「某市町村向け複合施設」 エコウィン導入メリット 
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広告サイン(P２5参照) 
正面のオーナメントにはＵＶ印刷が可能。広告としての機能を持たせることが可能です。 
地域の特産物、情報発信にご利用いただけます。 

発熱部に直接手で触れることがないので、暖房時にヤケドの心配がありません。 
放熱部は軽量化をしており安全です。 

オーナメントによって、不意にお客様が結露水で濡れることがありません。 
衛生的な室内雰囲気を実現します。 

光触媒+抗菌、消臭により、衛生的です。 



冷房は蔵の中のようなひんやりとした快適性 

■エコウィンＨＹＢＲＩＤ 

■高性能エアコン 

冷房時の体感変化(60分後の比較) 
-出典- 早稲田大学エコウィン性能評価書 

空気の温度より物質の温度が低い。 

空気の温度より物質の温度が高い。 

（例）人 

夏場 

遠赤外線 

輻射イメージ(冷房) 

人や物の輻射熱をエコウィンで吸熱 

「エコウィン」 は１年中「春」の様な健康快適性を実現します！ 

無風で埃を巻き上げずアレルギー抑制！ 

室内の健康快適性を向上させ体に良い！！ 

無風でウィルスや細菌の拡散を軽減します！ 

省エネ効果により地球温暖化防止に貢献！ 

「エコウィン」 は１年中「春」の様な健康快適性を実現します！ 
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（例）人 

冬場 

輻射イメージ(暖房) 

遠赤外線 

遠赤外線を光速で物や人に伝播 

無風・無音で静か。埃･アレルギーの抑制効果！ 

室内の健康・快適性を向上させ健康に良い！ 

無風でウィルスや細菌の拡散を軽減します！ 

体感温度上昇（暖房時は体の芯からポカポカ） 

省エネ効果により地球温暖化防止に貢献！ 

■エコウィンＨＹＢＲＩＤ 

■高性能エアコン 

暖房時の体感変化(60分後の比較) 
-出典- 早稲田大学エコウィン性能評価書 

空気の温度より物質の温度が高い 

空気の温度より、物質の温度が低い 

「エコウィン」 は１年中「春」の様な健康快適性を実現します！ 
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エコウィンオーナメント説明-１ 【特許取得 第5349655号】 
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エコウィンオーナメント説明-2 【特許取得 第5349655号】 
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ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾓｼｽﾃﾑ｢ecowin｣ 結露水試験値 

社団法人 熊本県薬剤師会 

分析機関 

ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌の検出試験結果： 
不検出  

大腸菌の検出試験結果： 
０/ml  
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参考事例１「既存空調システム（エアコン）との違い」 

定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時に足場が必要 

天井扇が必要(12年程度で交換) 

エアコン(12年程度で交換) 

Ecowin 
・無動力で30年以上の寿命 

・メンテナンス時の足場不要 

・天井ファン不要 

エアコンの場合 

エコウィンの場合 

エコウィンを納入するとメンテナンスコストも大幅な削減となります。 

・天井ファン必要 

・足場が必要 

・室内機、天井扇は 

 12年程度で交換 

・メンテナンス費（大） 

・天井ファン不要 

・足場も不要 

・室内機は無動力で 

 製品寿命は30年 

・メンテナンス費（小） 
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平面レイアウト 
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「エコウィン設置ランニングコスト比較表」-1（30年間で差額1億6千万円） 
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「エコウィン設置ランニングコスト比較表」-2 
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14 

エコウィンオーナメント説明-１ 【特許取得 第5349655号】 
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エコウィンは、劇場やホールのような森の音場を再現します。 

ｻｰﾓｴﾚﾒﾝﾄ発熱体は、入射した音エネ 

ルギーを空間的にも時間的にも分散し 

て、音響障害を低減するだけでなく、 

テトラポットに砕け散る荒波にも似た、 

音をきめ細かくする効果はナチュラル 

で緻密な響きをもたらします。 

エコウィンは、ルームチューニング機構をもちます。音響障害となる「部屋なり」その低域のピークディップを 
緩和し、森の中の果てしなく続く音の拡がりを感じさせてくれます。 

エコウィンによる中高域の響きがもたらす効果は・・ 

「クリアな音像」 

「音離れの良さ」 

「心地良い響き」 

「定位感の良さ」 

「空間の拡がりと奥行き感の向上」 サーモエレメント(60φ) 
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設  計  監 理： 株式会社 奥野設計 様 

元      請      け   大林組株式会社 様 
注    文   者  三建設備工業株式会社 様 
住        所  神奈川県川崎市 
構        造  鉄筋コンクリート造 4F建 
床   面    積  6426.5㎡ 
エコウィン設置エリア 各療養室及び共用スペース 
エコウィン導入台数  ecowin ornament® 188台 採用  

２０１３年２月に、エコウィンオーナメントを導入した大型高齢者福祉施設が完
成しました。鉄筋コンクリートが中心の４階建てです。エコウィンの特長である、
遠赤外線放射による快適性、気流を起さないため、空気感染を軽減できる 
健康性。また、結露を直接触れない衛生面が認められ、各療養室と共有ス
ペースへ採用をされました。 

ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ 

エコウィン採用事例-1 神奈川県大型老人ホームにエコウィン採用！ 
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採用事例-1 エコウィン配置図 

ecowin 

ecowin  オレンジのエリアはエコウィンのみで 

冷暖房を行っているエリアです。 

 共有スペース、療養室(１床室、４床室) 

の主冷暖房として採用されました。 

 無風無音の快適性から利用者の方や 

管理者の方に大変喜んで頂いております。 

ecowin ecowin 
ecowin 

ecowin 
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採用事例-1 完成写真 
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採用事例-1 完成写真-2 
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採用事例-1 冷房運転温度データ(1Ｆ/2F) 冷輻射空間で快適な雰囲気を実現しています！ 

床壁天井とも温度差の無い快適性を実現 床壁天井とも温度差の無い快適性を実現 
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採用事例-1 暖房運転温度データ(1Ｆ/2F) 輻射暖房で快適な雰囲気を実現しています！ 

1Ｆ 2Ｆ 

外気温 

床壁天井とも温度差の無い快適性を実現 床壁天井とも温度差の無い快適性を実現 
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採用事例-2 エコウィン３３基の採用 設計：安井設計 施工：積水ハウス 

◆西陶器保育園（大阪府堺市）省エネ性、輻射空間による、健康快適性が大変喜ばれています。 
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ハイブリッドサーモシステム「エコウィン」のＤＳＭ効果 

 夏季における最大電力は空調設備の普及に伴い年々尖鋭化し、電力需要の

昼夜間および季節格差が次第に拡大しています。電力会社は電力ピーク需要

に合わせて発電所を建設しなければならないため、発電設備の年稼働率が低

下し、発電コストが上昇するという状況にあります。そこで発電設備を有効

活用し、コストアップ要因を取り除くため、全体として、より経済的で環境

への負担の少ない電気エネルギー供給システムをめざそうとするDSM（デマ

ンドサイド・マネジメント）が脚光を浴びています。 

 

農業分野（エコウィンアグリシステム）の開発 

小さなｴﾈﾙｷﾞｰを24時間使用。昼間の電力量が少ない 

夜間に放熱した熱ｴﾈﾙｷﾞｰを建物が蓄熱して昼間にｼﾌﾄ 

電力使用量が少なく省ｴﾈﾙｷﾞｰ 

ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ 

ﾋﾟｰｸｶｯﾄ 

ﾋﾟｰｸｼﾌﾄ 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ 

DSMにおけるﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾓｼｽﾃﾑｴｺｳｨﾝのﾒﾘｯﾄ 電力負荷平準化をめざすDSM  

従来型の施設園芸の加温装置は 

A重油を利用をしていたが、ヒートポンプ 

を熱源とした農業用のエコウィンシステム 

を開発し、電力使用量ボトムアップを図る。 
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灯油式暖房機

ｴｺｳｨﾝｼｽﾃﾑ

消費ｴﾈﾙｷﾞｰ

小さなｴﾈﾙｷﾞｰを24時間供給し、建物に 

蓄熱させていくためピーク時である昼間 

の電力使用量が少なくて済み、ﾋﾟｰｸｶｯﾄ 
に貢献できる。 

電力消費量の減る夜間に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを 

放出させ、建物へ熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄熱させる 

ことにより、昼間のﾋﾟｰｸ時にｼﾌﾄされる。 

結果、ﾋﾟｰｸ時の電力消費量を夜間にｼﾌﾄ 
をさせる。 

 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾓｼｽﾃﾑでは高効率ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
を熱源としており、輻射効率でｴｱｺﾝの3

割減かつ灯油式暖房機と比較しても約７
割の消費ｴﾈﾙｷﾞｰを削減可能である。 

７６％削減!! 

平成20年度熊本県新商品開発事業補助事業  

内定（9月9日現在） 

平成19年度熊本県戦略的事業化推進事業費補助事業  

交付決定 
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熊本市西区役所待合室に設置された 

ハイブリッドサーモシステム「エコウィン」 

施工事例 

某市町村向けの環境保全都市としてのＰＲ効果 

 

 エコウィンは、公共施設や特に大きなエネルギーが必要なア
トリウム空間の空調の改善、省エネ化を実現し空調エネル
ギー使用量の大幅な削減を実現します 。 
 また、フォルムは機能に基づき水平に360度の放熱に効率
良くデザインしており快適な室内環境を実現してます。 
 地球環境保全に向けて、省エネ冷暖房システムであるエコ
ウィンを導入することにより、空調エネルギー使用量の大幅
に削減し、更に、エコウィンを設置することにより行政施設
の環境保全活動を利用者へPRを行うことのできる重要なシ
ンボルオブジェとなります。 
 Ecowin tower 

Ecowin tower 



正面パネルには広告サイン印刷ができます。 
地域の特産物や、施設の情報発信にご利用いただけます！ 

標準パネル仕様 広告サイン印刷仕様 

ecowin ornament®は、広告サインとしても利用が可能です!! 〈オプション〉 
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受賞履歴 

・平成19年11月 第4回エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ部門国土交通大臣賞 
 
・平成20年03月 ＪＡＰＡＮ ＳＨＯＰ ＳＹＳＴＥＭ ＡＷＡＲＤＳ ２００８ 奨励賞 受賞 
 
・平成20年11月 平成20年度地方発明表彰 奨励賞 受賞 
 
・平成21年03月 熊本県工業大賞 奨励賞 受賞  
 
・平成21年07月 第3回ものづくり日本大賞優秀賞 受賞 
 
・平成22年06月 九州ニュービジネス大賞優秀賞 受賞 
 
・平成23年09月  第４回 九州環境ビジネス大賞 大賞 受賞  
 
・平成24年03月 熊本市ものづくり大賞 受賞 
 
・平成24年07月 環境経済人賞  受賞 
 
・平成25年07月 熊本県環境大賞ストップ温暖化賞 受賞 
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ｅｃｏｗｉｎ ORNAMENT 

   平成23年 熊本県新事業支援調達制度認定 
特許取得 特許番号 第5349655号 

ｅｃｏｗｉｎ ORNAMENT 

特許 第4854803号 
熱交換器の封止構造及び熱交換器 
平成23年11月 4日 

 
 
 

特許 第5349655号 
空気調和機のルームユニット 
平成25年8月30日 

 

特許  
第ＺＬ２００８0128788.7号 
 
■名称 
熱交換器及びそれを使用した 
空気調和装置 
 
■登録日 
平成24年9月19日 
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特許取得 
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IGEM 2013 環境国際展示会(マレーシア) JAPAN PAVILIONに出展！！ 
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■社   名  株式会社 エコファクトリ―  

■代表取締役 村上 尊宣 

■本   社  熊本市中央区水前寺２丁目17番7号 

■東京支社  東京都新宿区西早稲田1ノ22ノ３早稲田大学 

                         インキュベーションセンター12室 

■設   立  平成8年4月12日 

■資 本 金   4,350 万円 

■事業内容 

      １．輻射式冷暖房装置の製造・販売・保守点検 

      ２．省エネ機器、自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用機器の研究開発 

         製造販売・保守点検  
 

 

 

 

■新 事 業 平成１６年１０月「ecowin」の開発に着手 平成１９年２月に商品化 
■財団法人熊本県起業化支援センター出資 
■熊本県新事業支援調達制度認定製品  
■エコプロダクツ大賞国土交通大臣賞受賞 
■JAPAN SHOP SYSTEM AWARD 2008奨励賞受賞 
■地方発明表彰 奨励賞 受賞 
■熊本県工業大賞 奨励賞 受賞 
■第3回ものづくり日本大賞 優秀賞受賞 
■九州ニュービジネス大賞 優秀賞受賞 
■第3回九州環境ビジネス大賞 最優秀賞受賞 
■第1回熊本市ものづくり大賞受賞  
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e c o w i n 

ecowin@ecofactory.jp 

株式会社エコファクトリー 

第四回エコプロダクツ大賞 
エコプロダクツ部門 

国土交通大臣賞 

受賞 

® 

この度は、ご提案をさせて頂く機会をいただき、大変光栄に思っております。 
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。 


