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■高性能エアコンを熱源とした 

      世界初！HYBRID型輻射冷暖房システム 

■強制対流式+遠赤外線輻射による熱移動の原理をＷ応用 

■空間の温度ムラを抑制、床・壁・天井・人体に輻射熱交換作用 

■輻射式冷暖房システムの立上りスピードを飛躍的に向上 

■輸送ポンプ不要+冷暖房輻射効果でエネルギー効果を向上 

■空調エネルギーを大幅に削減し、Co2排出抑制を実現 
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「ecowinHYBRID」の特徴 
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エアコンと輻射パネルをハイブリッドさせる世界初の画期的な製品！ 

ecowinHYBRID イニシャルコスト（工事費等メリット） 

平成26年6月細菌、ウイルス感染、ＰＭ2.5へのニーズに即した、 
空間加湿除菌システム「エコウィンミスト」国内発売開始。 

平成26年（19期）売上目標６億円達成！平成27年（20期）売上目標１２億円達成！ 

エアコンは壁かけ型のため天吊り型に比べ
工事費削減。 

平成28年8月8日(月)（20周年記念式典開催）グローバル企業を目指し株式公開！ 
売上目標24億円達成！熊本ホテルニューオータニにて、株式公開祈念祝賀会を開催！国内及び

世界展開を加速、平成２９年売上目標５０億円を達成！ 
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。一般的なエアコンと比較し輻射効果により快適性が飛躍的に向上します。 

運転開始直後は、エアコンの強風運転で素早く立ち上げ、輻射効果と両立させたのち微風運転となりま
す。その後はエアコンの微風運転＋輻射冷暖房となります。 
エアコンは微風運転中心となる為、一般的なエアコンと比較し風切音が殆ど気になりません。 

となります。冬場はまるで床暖房を入れたような空間。夏場は熱中症対策となり健康的な冷房空間を実
現します。 

高性能エアコンでも実現出来なかった室内各所の温度ムラのない快適な室内環境を実現します！（壁・
床・天井・備品まで均一した温度になる） 
冷凍サイクルが向上。冬場のﾃﾞﾌﾛｽﾄ運転が大幅に減少し安定した温熱環境を実現しています。 
■従来の冷温水式輻射パネルシステムと比較し40％～50％のコストダウンを実現[機器のみ]お求めや
すい価格となりました！ 

輻射パネルとエアコンのハイブリッドとすることで熱効率が上がりエアコンのみの場合と比較しエアコン
の能力を抑えて選定が可能となります。更新時の費用負担も軽減されます。 

エアコンの冷媒ガスをそのまま熱媒体として利用するため、工事が冷温水方式と比較すると簡単であり、
一般的な冷媒管を使用できるのでコストダウンになります。 
■超高性能エアコンと比較し、最大34％の省エネ効果を発揮！電気式輻射パネルと比較すると最大
79％省エネです。 

■エアコンに接続するため制御もエアコンと連動しており高性能エアコンの多機能制御が簡単にできま
す。 
■製品寿命 
微風運転が中心となる為、エアコン自体の負荷も軽減出来、エアコンの寿命が伸びます。 
従来の輻射パネルと比較し軽量・小型化を実現しています。 

三相動力工事不要で、単相200Vを使用 
 

選定エアコンは、冷媒管が小口径で施工が
可能な為、配管材料費削減（ワンサイズダウン） 



エアコンと輻射パネルをハイブリッドさせる世界初の画期的な製品！ 

ecowinHYBRID ランニングコスト（メンテナンスメリット） 

パネルは無動力。             
パネル本体消費電力はゼロ。 

平成26年6月細菌、ウイルス感染、ＰＭ2.5へのニーズに即した、 
空間加湿除菌システム「エコウィンミスト」国内発売開始。 

平成26年（19期）売上目標６億円達成！平成27年（20期）売上目標１２億円達成！ 

メンテナンス費用の削減 
大がかりなフィルター清掃も不要    

高い省エネ効果！ 
ランニングコストを抑制。         

平成28年8月8日(月)（20周年記念式典開催）グローバル企業を目指し株式公開！ 
売上目標24億円達成！熊本ホテルニューオータニにて、株式公開祈念祝賀会を開催！国内及び

世界展開を加速、平成２９年売上目標５０億円を達成！ 
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。一般的なエアコンと比較し輻射効果により快適性が飛躍的に向上します。 

運転開始直後は、エアコンの強風運転で素早く立ち上げ、輻射効果と両立させたのち微風運転となりま
す。その後はエアコンの微風運転＋輻射冷暖房となります。 
エアコンは微風運転中心となる為、一般的なエアコンと比較し風切音が殆ど気になりません。 

となります。冬場はまるで床暖房を入れたような空間。夏場は熱中症対策となり健康的な冷房空間を実
現します。 

高性能エアコンでも実現出来なかった室内各所の温度ムラのない快適な室内環境を実現します！（壁・
床・天井・備品まで均一した温度になる） 
冷凍サイクルが向上。冬場のﾃﾞﾌﾛｽﾄ運転が大幅に減少し安定した温熱環境を実現しています。 
■従来の冷温水式輻射パネルシステムと比較し40％～50％のコストダウンを実現[機器のみ]お求めや
すい価格となりました！ 

輻射パネルとエアコンのハイブリッドとすることで熱効率が上がりエアコンのみの場合と比較しエアコン
の能力を抑えて選定が可能となります。更新時の費用負担も軽減されます。 

エアコンの冷媒ガスをそのまま熱媒体として利用するため、工事が冷温水方式と比較すると簡単であり、
一般的な冷媒管を使用できるのでコストダウンになります。 
■超高性能エアコンと比較し、最大34％の省エネ効果を発揮！電気式輻射パネルと比較すると最大
79％省エネです。 

■エアコンに接続するため制御もエアコンと連動しており高性能エアコンの多機能制御が簡単にできま
す。 
■製品寿命 
微風運転が中心となる為、エアコン自体の負荷も軽減出来、エアコンの寿命が伸びます。 
従来の輻射パネルと比較し軽量・小型化を実現しています。 

更新時の費用負担も軽減        
通常の約半分のエアコン能力で機種選定可能。 



エアコンと輻射パネルをハイブリッドさせる世界初の画期的な製品！ 

ecowinHYBRID （製品特徴） 

平成26年6月細菌、ウイルス感染、ＰＭ2.5へのニーズに即した、 
空間加湿除菌システム「エコウィンミスト」国内発売開始。 

平成26年（19期）売上目標６億円達成！平成27年（20期）売上目標１２億円達成！ 

エアコンは微風運転中心となる為、                   
一般的なエアコンと比較し            

風切音が殆ど気になりません。 

輻射熱空調メインで、静かな教室創りが出来る。 

平成28年8月8日(月)（20周年記念式典開催）グローバル企業を目指し株式公開！ 
売上目標24億円達成！熊本ホテルニューオータニにて、株式公開祈念祝賀会を開催！国内及び

世界展開を加速、平成２９年売上目標５０億円を達成！ 
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。一般的なエアコンと比較し輻射効果により快適性が飛躍的に向上します。 

運転開始直後は、エアコンの強風運転で素早く立ち上げ、輻射効果と両立させたのち微風運転となりま
す。その後はエアコンの微風運転＋輻射冷暖房となります。 
エアコンは微風運転中心となる為、一般的なエアコンと比較し風切音が殆ど気になりません。 

となります。冬場はまるで床暖房を入れたような空間。夏場は熱中症対策となり健康的な冷房空間を実
現します。 

高性能エアコンでも実現出来なかった室内各所の温度ムラのない快適な室内環境を実現します！（壁・
床・天井・備品まで均一した温度になる） 
冷凍サイクルが向上。冬場のﾃﾞﾌﾛｽﾄ運転が大幅に減少し安定した温熱環境を実現しています。 
■従来の冷温水式輻射パネルシステムと比較し40％～50％のコストダウンを実現[機器のみ]お求めや
すい価格となりました！ 

輻射パネルとエアコンのハイブリッドとすることで熱効率が上がりエアコンのみの場合と比較しエアコン
の能力を抑えて選定が可能となります。更新時の費用負担も軽減されます。 

エアコンの冷媒ガスをそのまま熱媒体として利用するため、工事が冷温水方式と比較すると簡単であり、
一般的な冷媒管を使用できるのでコストダウンになります。 
■超高性能エアコンと比較し、最大34％の省エネ効果を発揮！電気式輻射パネルと比較すると最大
79％省エネです。 

■エアコンに接続するため制御もエアコンと連動しており高性能エアコンの多機能制御が簡単にできま
す。 
■製品寿命 
微風運転が中心となる為、エアコン自体の負荷も軽減出来、エアコンの寿命が伸びます。 
従来の輻射パネルと比較し軽量・小型化を実現しています。 

輻射＋エアコンの融合で快適性が大幅ＵＰ↑↑ 

足元まで暖かい輻射暖房が可能! 



ecowinHYBRID 配置イメージ図（教室） 
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ecowinHYBRIDだからこそ可能な高い省エネ効果！ 

約34%の削減 
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全教室の場合 
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全教室の場合 
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全教室の場合 
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教室単体の場合 
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教室単体の場合 
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教室単体の場合 
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教室単体の場合 
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教室単体の場合 
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教室単体の場合 
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メリット 

 
 

管理者 
のメリット 

 
●ランニングコストの低減 
●壁付けエアコンを採用し、メンテナンスコスト削減！！ 
●エアコンを熱源としている事で 
 ①更新時期の延長や修理対応等のアフターが楽になる。 
 ②エアコン能力を省力化でき、更新時の費用を抑えられる。 
 ③動力工事の必要がなく、電気工事費、ランニングコストも抑える。 

 
 

利用者 
（生徒） 
のメリット 

●不快な風のドラフトを超微風運転により極力抑える事が出来る。 
●輻射熱による快適な環境で勉強が出来る。 
●常に微風運転が可能なことで、静かな空間で勉強をする事が出来る。 
●冬は床も温かい日だまりの温かさを、夏は春の自然な心地よさを 
 得られる。 
●風を超微風とする事で、ウイルス感染の抑制に繋がる。 

学校へのecowinHYBRID導入のメリット 

双方に大きなメリットがあり 
長期的な安定運営に貢献するシステムです。 



  選定エアコンもスペックダウン 

通常エアコンを選定する際には、室内冷暖房負荷に応じたスペッ
クを選定するが、ecowinHYBRIDと組み合わせた場合エアコン
機種スペックを落として選定する事が可能 

エアコン購入単価のコスト 
ダウンに大きく貢献！！ 
   ＋ 
ランニングコスト、    
メンテナンスコストも大きく
削減！！ 
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 一般的な   
選定エアコン 

eowin 
HYBRID 



エアコンのみ 
（占有面積：40㎡） 

エアコン + ecowinHYBRID 
（占有面積：50㎡） 

床表面温度 Avg. 17.0℃ Avg. 19.4℃ 

天井面温度 Avg. 20.2℃ Avg. 21.8℃ 

壁面温度 Avg. 17.5℃ Avg. 19.4℃ 

グローブ温度（放射熱温度） Avg. 22.5℃ Avg. 22.8℃ 

吹出し温度 Avg. 44.0℃ Avg. 38.2℃ 

eｃｏｗｉｎHYBRID  温度測定比較 

                                外気温度 4.6℃ 
㊙ 

   エアコン吹出し温度が低い設定、なおかつ占有面積が広い空間に対しても、 

  各種面温度がエアコン単独運転よりもｅｃｏｗｉｎＨＹＢＲＩＤとの組み合わせの方が 
  Avg温度が高いことが分かる。 
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イニシャルコスト 

ランニングコスト 

寿命 

快適性 

温度ムラ 

高性能エアコン  vs ecowinHYBRID 

一般空調負荷計算にあった能力選定で能力を選定
し、機種を選定する。省エネ性と快適性を高める
ためには高機能エアコンが必要。 

高性能エアコンとして、ヒートポンプ技術の向上、
ロボットセンシング技術の導入等により飛躍的な
省エネ性が確立されている。強制対流の特徴であ
る、冷風・温風の上下水平方向の温度ムラにより、
無駄なエネルギー消費が課題。 

エアコン平均寿命１0年 

強制対流のみの冷暖房であり、風切り音のノイズ
とドラフト感が快適性を損なう要因となっている。
快適性向上と、省エネ性の両立の為の様々な取り
組みが行われている。 

部屋を風で冷暖房する為、ドラフト感・温風感か
ら温度差を大きく感じる。また、デフロストによ
る不快感や室内温度において水平上下温度ムラが
おこりやすい。 

体感に作用する輻射効果を利用し快適性の向上と冷凍
サイクルの効率アップ（凝縮・蒸発の効率化）で熱源
となる、エアコンの機種選定を負荷計算の半分程度の
能力で機種選定が可能。 

熱源に高性能エアコンを熱源に採用し、体感に有効に
作用する輻射効果と冷凍サイクルの効率を向上させる
効果で同じ体感を得るため、エネルギー消費を飛躍的
に抑えられ省エネ。 

熱源となるエアコンの推奨運転は微風運転であり、
故障しやすいファンの稼働を抑える事で、室内機
の寿命を延ばす事が出来る。輻射パネルにより冷
凍サイクルが向上し、凝縮・蒸発を向上させ、コ
ンプレッサーの負荷を抑制し、液バックを防止し、
室外機の寿命を延ばす事が出来る。 

輻射冷暖房システムの快適性（無風・無音・温度
ムラの解消）とエアコンの快適性（立上りが早く
冷房の爽快感）が得られる。定常状態では微風運
転で冷暖房が可能であり、利用者の利便性、健康
快適性の双方の優位性が得られる。 

輻射冷暖房の快適性が得られる。床・壁・天井・
人体に直接的な輻射熱移動の作用効果で温度ムラ
が少なく、デフロスト運転の影響が少ない。快適
な室内環境を実現。 

破損 破損した場合、エアコン全体の交換が必要 
衝撃等で破損した場合、発熱部がボルトオンで固
定されている為、破損した部分のみの取り換えが
可能 
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Wallタイプ 
（壁掛けタイプ） 

ecowinHYBRID ラインナップ 

Screenタイプ 
（自立タイプ） 

高さ 1250mm 
幅  820mm 
奥行 120mm 

高さ 2350mm 
幅  860mm 
奥行 120mm 
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ご提案機種 



権利の種類 特許・実用新
案等の番号 

権利の内容 

特許権 特許第4869780号 空気調和装置 

PCT出願 PCT/JP2011/073662 熱交換器の封止構
造及び熱交換器 

中国特許権 第ZL200880128788.7号 熱交換器及びそれを使
用した空気調和装置 

特許権 特許第4912114号 熱交換器 

商標権 商標登録番号第
5018949号 

ecowin 

商標権 商標登録番号第
5112415号 

HYBRID THERMO 
SYSTEM 

商標権 商標登録番号5543555号 ecowin ornament 

意匠権 意匠登録第1312826号 冷暖房器 

意匠権 意匠登録第1312827号 冷暖房器 

意匠権 意匠登録第1312884号 冷暖房器 

意匠権 意匠登録第1458725号 冷暖房器 

権利の種類 特許・実用新
案等の番号 

権利の内容 

意匠権 意匠登録第
1458731号 

冷暖房器 

意匠権 意匠登録第
1458732号 

冷暖房器 

意匠権 意匠登録第
1475837号 

冷暖房器 

中国商標権 第9878995号 ecowin 

特許権 特許第4854803号 熱交換器の封止構造
及び熱交換器 

特許権 特許第5302284号 乾燥装置 

特許権 特許第5349655号 空気調和機の
ルームユニット 

特許権 特許第5285179号 空気調和機 

意匠出願 意願2014-8267 冷暖房機 

関連意匠出願 意願2014-8268 冷暖房機 

エコウィンハイブリッド特許登録証 

AllRightReservedⒸecofactory2014 
周辺特許出願中・商標・意匠登録出願中 



「ecowinHYBRID」はグローバル技術連携支援事業により実用化されました！ 
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九州エコライフポイントのポイント付与対象省エネ製品として認定されました！ 
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 本制度を活用し、より多くの方々に、輻射冷暖房システム 
「ecowinHYBRID」をご利用頂くことで、エネルギーの高度利用、 
二酸化炭素排出抑制を実現し、世界共通の課題である、 
エネルギー問題、地球温暖化防止に大きく貢献出来ます。 

環境に優しい商品として、平成26年度九州エコライフ制度に
認定されました！ 


