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ecowin ornamentの特長と安全性 
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エコウィンが患者さんに優しい 
３つの理由をご存知でしょうか？ 

温度ムラのない1年中「春の陽だまり」の快適空間 
 
室内乾燥を抑えるのでウイルス感染を軽減 
 
ホコリを巻き上げないので、アレルギーを抑制 
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体感温度が下がる ⇒『 体に優しい清涼感 』 

■エコウィンＨＹＢＲＩＤ 

■高性能エアコン 

冷房60分後の体感変化 

空気より物の温度が低い！ 

（例）人 

夏場 

遠赤外線 

冷房イメージ 

人や物の熱を吸収する 

「エコウィン」 は１年中「春」の様な健康快適性を実現します！ 

微風⇒『冷え過ぎ』を抑えて、 
    エアコンが苦手な女性でも安心  

省エネ ⇒『地球温暖化防止』に貢献 

夏でも、「ecowinHYBRID」 で１年中「春」のような快適空間に！ 
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- 出典- 早稲田大学エコウィン性能評価書 

空気より物の温度が高い！ 



（例）人 

冬場 

輻射イメージ(暖房) 

遠赤外線 

遠赤外線を物や人に伝える 

冬でも、「ecowinHYBRID」 で１年中「春」のような快適空間に！ 
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■エコウィンＨＹＢＲＩＤ 

■高性能エアコン 

暖房60分後の体感変化 

空気より物の温度が高い！ 

- 出典- 早稲田大学エコウィン性能評価書 

空気より物の温度が低い！ 

体感温度が上がる⇒『 体の芯からポッカポカ 』 

微風 ⇒『ウィルスや細菌の拡散』を抑える  

省エネ ⇒『地球温暖化防止』に貢献 
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ecowinHYBRID配置図（ご提案） 
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：ecowinパネル 
 
：天井カセットパッケージエアコン 



福岡県某小学校の保健室で『ecowinHYBRID』！ 
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福岡県の某クリニックハウスでも『ecowin』！ 
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福岡県の某医療施設でも、やっぱり『ecowin』！ 
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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  ecowinornament 188台  

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。 

神奈川県大型老人ホームにエコウィン採用！ 

ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ 
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エコウィン配置図 
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住   所：千葉県千葉市 
用   途：特別養護老人ﾎｰﾑ 
構   造：鉄筋コンクリート造・４階建 
設置台数：98台 
面    積：6787㎡  

機械浴室 

療養室 

２０１３年５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、各療養室と機械浴室、
脱衣室へ採用をされました。 

千葉県大型老人ホームにエコウィン採用！ 
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療養室(1床室/4床室) 
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エコウィン配置図 
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熊本県荒尾市海陽中学校 導入事例 
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熊本県荒尾市 概要 

地理：熊本県の北西端。 
   熊本市から北西に約40km、福岡市から南へ約70kmに位置。 
   隣接する自治体は福岡県大牟田市、熊本県玉名市・長洲町・南関町 
 
人口：約5.5万人（宅地開発が成功しており、近隣の市町村に比べて人口の減少率は低い） 
 

【同市市立学校 概要】 
中学校：校数 3校（※導入先の荒尾海洋中学校は荒尾第一中学校と荒尾第二中学校が統合した学校） 

        生徒数 約1300人 
    学級数  43学級  
小学校：校数10校 
    児童数 約2800人 
    学級数 122学級 
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荒尾海陽中学校 導入仕様 

【概要】 
生徒数：約600人 
学級数：18学級 

◆設置場所：事務センター （約６７㎡） 

◆ecowinHYBRID screenタイプ １台 

◆エアコン 天井カセット形４方向 冷7.1kW 暖8.0kW １台 

             (東芝 天井カセット形４方向吹出しタイプ AUSA08076JA) 
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荒尾海陽中学校 導入の経緯と利用者の声 

【導入経緯】市内に新たな学校の建設予定がありその検討用として導入。本中学校は築年数     

      が古く、本校の教室への導入計画はないが築年数が古いため、手続きを含めた 

      工事のしやすさ、新築以外の学校への展開も考慮したパイロットとして適して 

      いるとして導入。 

 

【導入現在】職員からは快適との声 

          ↓ 

 

 

室外機 
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職員さんからは快適との声をいただいております。 



省エネ効果 

事務センターの空調 
負荷が以下のところ 

ecowinHYBRIDは 
以下の能力で対応 

比率的には５、６割の 
能力でまかなっている 

冷房：13.1kW 冷房：7.1kW 54.2％ 

暖房：12.7kW 暖房：8.0kW 63.1% 
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夏場の温熱環境と電力消費量 

測定日：2015/9/7 
冷房設定温：24℃ 
設定風量：自動 
ecowinHYBRID SCREEN１台 
面積 66.6㎡ 
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冬場の温熱環境と電力消費量 

測定日：2016/3/1 
暖房設定温：26℃ 
設定風量：自動 
ecowinHYBRID SCREEN １台 
面積 66.6㎡ 
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「沖縄県 護佐丸歴史資料図書館（全館）」に採用！！ 
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「沖縄県 護佐丸歴史資料図書館（全館）」のＬＣＣ（ライフサイクルコスト） 
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AllRightReservedⒸecofactory2014 

ＷＡＬＬタイプ 

オフィス採用事例 ecowinHYBRID採用事例（エコウィンハイブリッド） 

フォトスタジオ採用事例 



ecowinHYBRID採用事例（エコウィンハイブリッド） 

産婦人科採用事例 

cafe採用事例 



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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環境省-平成27年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 
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受賞者 活動の名称 

株式会社エコファクトリー 輻射式大空間局所空調システムによる省エネ化の世界展開 

株式会社大林組 高効率・低コスト型の分岐管式地中熱利用システムの開発 

株式会社コロナ 地中熱＋空気熱ハイブリッド温水暖房システム 
「GeoSIS  HYBRID（ジオシスハイブリッド）の開発 

ダイキン工業株式会社 R32空調機の普及による温室効果ガス削減 

株式会社竹中工務店、鹿島建設株式会社、 

国立大学法人東京工業大学、日鉄住金高炉セメ
ント株式会社、株式会社デイ・シイ、太平洋セメン
ト株式会社、日鉄住金セメント株式会社、竹本油
脂株式会社 

エネルギー・CO2ミニマム（ECM）セメント・コンクリートシステム
による建設構造物の省CO2の実現 

株式会社竹中工務店、国立大学法人京都大学
生存圏研究所 教授  五十嵐 博 

CO2固定化を実現する国産木材を活用した魅力的な耐震改
修工法の開発と適用 

株式会社ノーリツ 戸建住宅用ハイブリッド給湯暖房システムへの自然冷媒採用 

日本郵船株式会社、株式会社MTI SIMSの開発と安全・省エネ運航への適用 
― 船舶運航におけるビッグデータの活用 ― 

省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザイン等、温室効果ガスの排出 

を低減する優れた技術の開発によりその製品化を進めたことに関する功績で受賞 

①技術開発・製品化部門（８件） 
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第27回 中小企業新技術・新製品賞受賞 
奨励賞 受賞 
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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 東京都品川区北品川5丁目5番25号 
      Sum Building 301号室 

■沖縄支社 沖縄県中頭郡西原町掛保久217番地 

■合弁支社 中国遼寧省 営口微子空調有限公司 

■設   立 平成8年4月12日 

■資 本 金  4,350 万円  
■事業内容 ＜エコウィン事業部＞  

                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 

                 ＜ロクス事業部＞（2014年２月合併 旧 有限会社ロクス） 

        3  建築物の企画・設計・デザイン・監理 

      （建築事務所名：一級建築士事務所 ATELIER-LOCUS）      

      ４  省エネ住宅の開発とソフトパッケージの販売 

 

      

         
 

 

 

 

■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より出資 

■一般社団法人 日本冷凍空調工業会 正会員 

■九州経済連合会 会員 

■K-RIP 九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ 会員 

■熊本県リーディング育成企業 認定 

■経済産業省 グローバル技術連携支援事業認定  
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株式会社エコファクトリー会社概要 


