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はじめに 

環境に配慮したワンランク上の工場施設 

 
 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、埃や塵の巻き上げもなく、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。 
 
 長時間ご利用いただいても居心地の良い、健康快適な空間を作りだし、
工場内で作業される皆様に快適にご利用頂くとともに、働きやすい環境
づくりの面から作業効率の向上に貢献します。 
 
 私たちはエコウィンを通じて、日本をはじめ世界の人々にエコファク
トリーの環境に配慮にした姿勢をPRし、快適性・デザイン性・省エネ性
で貢献して参ります。 
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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、自然エネルギ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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株式会社エコファクトリー会社概要 



省ｴﾈ・ 
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

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 
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ます。 

快適性 
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 

温度ムラ 大空間でも平面的な温度ムラは殆ど発生をしません。安定した室内環境を実現します。 

エコウィン導入メリット 
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地球環境 
エコウィンをお使いいただくと30年間で 1450ton- CO2 の削減効果があります。30年間で 
34.5ha分の森の吸収するCO2に相当し、地球環境に貢献できる工場施設となります。 

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。 

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 １億２千万円 お得になります。 



風 風が発生しないので、塵や埃、オイルミストの巻き上げを抑制します。 

結露水 
防球柵<オプション>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 
エコウィンパネルは無動力。パネルの製品寿命は30年以上の寿命があり 
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。ダクトが不要なため、 
ダクト内フィルターのメンテナンスが不要です。 

安全性 
従来の他社製の輻射パネル１６２kg（鉄製）に比べて、アルミ製で７３kgと軽いため、 
地震の応力が小さく、影響を受けにくい。安心・安全なシステムです。 

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 

音 風切り音が無いため、静かな室内環境を実現し、快適で効率的な職場環境を実現します。 

エコウィン導入メリット 
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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。 



■遠赤外線輻射による熱移動の原理を応用。 

■熱輸送効率、エネルギー消費効率が高い。 

■無風・無音の冷暖房を実現。 

■省資源、省エネルギーに寄与。 

■空調エネルギーを削減ＣO2排出抑制。 

■ヒートポンプ熱源機使用で高効率！！ 

吸
熱
除
湿
効
果 

遠
赤
外
線
効
果 

健
康
的
で
快
適
な
室
内
環
境 

無風無音、温度ムラ 
無し埃の巻き上げ、 
ノイズが無く、 
不快なドラフトも 
ありません。 

製
造
・輸
送
・設
置
が
容
易 リフォームなどにも対応 

高
効
率
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ 

「ecowin」の特徴 
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様々な施設・用途・空間に対応 
病院 ■衛生的で快適な室内環境を実現できる 

病院、クリーンルーム、工業 
施設、公共施設などに最適！ 
生産部門の業務を効率化！！ 
従業員の福利厚生向上に貢献！ 

アトリウム空間・吹抜けなど広い空間にも 

イメージ 

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ 
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たまご庵に相応しい先進的なエコウィン専用熱源機を導入します！ 工場における課題とエコウィンのメリット 
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工場における課題 
①床面積に比べて人が少ない 
②天井が高い 
③発熱が大きい 
④大空間 
⑤オイルミストが発生する 
⑥工場排熱が多い 

オイルミスト問題 
（従来エアコン空調） 
①伝熱管腐食によるガス漏れ 
②エアコン機内への塵埃付着 
③エアコンフィンの目詰り 
④頻繁なフィルターメンテナンス 
⑤吸込口パーツの腐食 

高性能 
空調機 

最適制御 
システム 

最適な 
スポット 
空調 

・エコウィンは通常のエアコンから 
 ３割以上の省エネ効果を実現！ 
・無風・無音。遠赤外線の効果に 
 より、人や物を直接的に冷暖房！ 

・タイマー運転によって必要 
 な時のみ冷暖房が可能。 
 省エネに貢献！ 
・エリアごとに細かく運転 
 制御が可能！ 

・人のいる空間のみを 
 スポット的に冷暖房 
 する事が可能！！ 
・空気を再循環させない 
 ため、オイルミストの 
 影響を受けにくい 
・メンテナンス費用を抑制 

工場排熱利用も可能です！ 

空調機の 
ベストミックス 
＝ecowin®!!! 



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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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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「既存空調システム（エアコン）との違い」 



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1億５千万円） 
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たまご庵に相応しい先進的なエコウィン専用熱源機を導入します！ 多様な空間（使用用途）への対応 
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様々な施設・用途・空間に対応 

■衛生的で快適な室内環境を実現！！ 

熱動弁による温度制御が可能！ 
暖房では+0.5℃、冷房では 
-0.5℃で熱動弁バルブを制御。 
設定温度を維持します！！ 

上下水平の温度ムラを抑制！！ 
輻射熱移動により、空間構成要素
(壁・床・機器など)を一定の温度
に調整。温度ムラを抑制します。 

系統ごとの制御が可能！！！ 
熱源機ごとに工場と試験室など、
別系統に分けて制御が可能。 
系統毎に安定した熱供給を実現！ 



たまご庵に相応しい先進的なエコウィン専用熱源機を導入します！ 補助金活用のご提案 
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補助金活用 
 

補助金の利用をご提案致します！(各補助金内容、申請条件による) 

 
 
 
 

●エネルギー使用合理化事業者支援事業 
 補助率：1/3（補助対象経費300万円未満は対象外） 
 採択基準：技術の先進性、省エネルギー効果、費用対効果 
 補助対象要件：既設の工場、事業場などにおける先端的な省エネルギー設備の導入 
 

●住宅･ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金 
 補助率：1/3 （CO2削減率によって上限変更。最大2/3補助（削減率50%）） 
 補助対象要件：新築、増築及び改築の建築物の場合、建物全体の標準年間 
        一次エネルギー消費量を ３０％以上削減できること。 
 

●住宅・建築物省CO2先導事業 
 補助率：1/2（補助対象経費300万円未満は対象外） 
 採択基準：技術の先進性、省エネルギー効果、費用対効果 
 補助対象要件：省ＣＯ２を実現する住宅・建築物のプロジェクトとして、 
        先導性があるリーディングプロジェクトを評価する。 

活用補助金の一例 



リース代 

たまご庵に相応しい先進的なエコウィン専用熱源機を導入します！ 初期投資「ゼロ」（お手軽リース払い）のご提案 
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初期費用 ０円 

月額電気代 

月額電気代 

ランニング 
コスト削減分 

ご負担軽減 
  

 高額な初期投資を抑え、月々わずかな 
 リース料の支払いで、運用できます。 
 長寿命なecowinとの組み合わせに最適 
 です！ 

銀行借入枠を温存 
  

 リースは「借入れ」ではないため、 
 長期の資金導入と同じ効果をもちながら、 
 銀行の借入れ枠に影響を与えません。 

手続きが簡単 
  

 銀行借り入れと違い、不動産担保が不要。 
 審査もスピーディー。 

初期費用「０円」で、省エネ機器へリニューアル！ 

エアコン エコウィン 

ランニングコスト比較 

イニシャルコスト比較 
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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】 



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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ハイブリッドサーモシステム「ecowin」 結露水試験値 



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 

19 AllRightReservedⒸecofactory2014 



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 
 

20 

特許取得 
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ビルマルチエアコンとの比較表 

空調機室外機 

  Ａ方式：対流式冷暖房（従来空調） 評価 Ｂ方式：ecowin ornament（樹脂） 評価 C方式：hybrid thermo system ecowin（アルミ） 評価 

デザイン 

  

- 

  

- 

  

- 

ｼｽﾃﾑ概要 

◎天井内に隠蔽ダクト接続型室内機（ＨＰ，ＦＣＵ等）を設置し、天井から噴き出した例温風により強制対流方式により空調を行う。 

- 

◎床下か天井内に冷温水配管を通し、エコウィン本体に循環させることにより輻射及び吸熱を行い冷暖房を行う。 

- 

◎床下か天井に冷温水配管を通してエコウィン本体に循環させることにより輻射及び吸熱することで冷暖房を行う。 

- ◎床置型空調機（ＰＡＣ,ＡＨＵ）により、冷温風をダクト経由で天井から噴き出し、冷温風により体感を得る。 ◎輻射に特化したシステムである。人や物を直接的に熱交換するため床壁天井の温度ムラが非常に少ない ◎輻射に特化したシステムであるため部屋全体の温度ムラが少ない 

◎室温制御を目的とする。         ◎体感温度による温度制御を目的とする ◎体感温度による温度制御を目的とする 

熱源組合せ 

◎ＥＨＰ（電気ヒートポンプ） 

- 

◎ＥＨＰ（電気ヒートポンプ式冷温水システム） 

- 

◎ＥＨＰ（電気ヒートポンプ式冷温水システム）  

- ◎個別空調機（ビルマルチ室内機、温風暖房機など）等から冷温風を室内に導入 ◎個別空調機（ビルマルチ室内機、温風暖房機など）との組み合わせは可能 ◎ヒートポンプチラ―で７℃～５５℃の冷温水を生成 

◎付属室は空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾂｲﾝﾏﾙﾁｴｱｺﾝ（高効率） ◎ヒートポンプチラ―で７℃～５５℃の冷温水を生成 ◎個別空調機（ビルマルチ室内機、温風暖房機など）との組み合わせは可能 

運転方法 間欠運転 

 
-  基本２４時間連続運転。間欠運転も可能。  -  基本２４時間連続運転。間欠運転も可能。  - 

立上がり時間 ５分程度 3 20分程度 

 
2 １５分程度 

 
2 

室外機設置及び 
ダクトスペース 

室外機は大型となり広い設置スペースが必要。 2 室外機は小型で建物に沿っての設置も可能。省スペース 3 室外機は小型で建物に沿っての設置も可能。省スペース 3 

騒音 室内機は30ｄｂ、風切り音やモ－ターの音がする。 1 室内機は無動力で音はなく、とても静か 3 室内機は無動力で音はなく、とても静か 3 

保守管理 

定期的に室外機及びダクトやフィルターの清掃が必要。専門業者でなければメンテナンスできない。 

1 

室外機は年に2回程度清掃する。室内機はドレパン等シーズンオフに拭く程度。 

3 

室外機は定期的に清掃する。室内機はドレパン等シーズンオフに拭く程度。 

2 
更新の目安は12年で室外機、室内機共取替が必要 定期的に媒体の圧力を確認する必要がある。機器の更新は室外機のみ。  定期的に媒体の圧力を確認する必要がある。機器の更新は室外機のみ。不凍液の状態確認。 

室内環境性 

【長所】 

1 

【長所】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

【長所】 

2 

①立上がりが早い。 ①音がないので、快適な環境となる。 ①音がないので、快適な環境となる。 

【短所】 ②風が発生しないのでウイルス拡散のリスクを大幅に抑制できる。 ②風が発生しないのでウイルス拡散のリスクを大幅に抑制できる。 

❶強制対流式のため、不快なドラフト感がある。 ④冬場は絶対湿度に対して相対湿度が高くなり乾燥しにくい。 ③垂直方向/水平方向の環境ムラが小さい。 

❷ウィルス等の空気感染リスクが大。 ⑤空調停止後も蓄熱効果で暫く快適性が続く ④冬場は絶対湿度に対して相対湿度が高くなり乾燥しにくい。 

❸冷房病になり易い。 ⑥室内機は結露を触れることがなく衛生的 ⑤空調停止後も蓄熱効果で暫く快適性が続く 

❹垂直方向/水平方向とも温度ムラが大きい。 ⑦両面のデザインパネルはオーダーでパンチ穴のデザインを変えられる。 【短所】 

❺絶対湿度に対して相対湿度が低く成る為、乾燥しやすい。 ⑧パネルのカラーリングが豊富 ❶立上がりの時間が若干かかる（おおむね３０分） 

❻室内空気を冷暖するため、空調停止後は効果があま持続をしない。 【短所】 ❷室内機に結露水がでる（カバー等で保護）。 

❼室内機は風切音や稼働音がする 

  

❶立上がりの時間は空調より若干かかる 

重量   3 屋内機 ５７kg/台(標準タイプ) 2 屋内機 ７０kg/台(標準タイプ) 1 

媒体 冷媒ガス 3 水 2  不凍液 1 

省エネ性 

対流式の場合、空気を冷暖するため直接的に体感に伝わりにくく 

1 

PPR樹脂は遠赤外線放射が高い（９０％）ため輻射効果も良い、 

2 

３６０度全方向へ遠赤外線放射する（９６％）エネルギーが少なく  

 
 
 
 
 
 

3 

特に夏場は過剰な運転が必要となりデマンドが上がる傾向。    対流のエネルギー消費が少なく放射効率が高いため熱が伝わり 熱干渉が少ないエレメントの配置で放射効率が高い 

対流方式のため、冬場の場合、暖気は上昇するため足元まで やすくデマンドを抑えることができる。 タイマー運転も可能であり、省エネ性に優れる。 

暖めるのにエネルギーが必要。 遠赤外線放射によって直接的に熱交換をするため温度ムラが少なくエネルギーロスも少ない。 遠赤外線放射に特化させている為空間内における温度ムラが少ない。 

イニシャルコスト ○ 3 △ 

 
2 △ 2 

ランニングコスト デマンドが高く基本料金及び使用電気料金共に高い。 

 
1 デマンドも使用電気料金も抑えることができる 3 デマンドも使用電気料金も抑えることができる 

 
3 

操作性 微妙な室温調整が可能。 3 室内温度に合わせた個別温度制御が可能。 3 室内温度に合わせた個別温度制御が可能。 3 

機器ﾄﾗﾌﾞﾙ 室外機1基で運転しているためトラブルが生じた場合、すぐに空調が効かなくなる。 1 複数の室外機を使用している為、全部の機器が同時に故障する確率は低く、故障したところのみ空調が出来ない。 3 複数の室外機を使用している為、全部の機器が同時に故障する確率は低く、故障したところのみ空調が出来ない。 3 

エリア毎の強弱 熱負荷が高い所も低い所も同じように空調する為温度ムラが出やすい。 1 エリア毎に温度設定を変え快適性を確保できる。 2 エリア毎に温度設定を変え快適性を確保できる。 2 

総合評価 
立ち上がりが早いため、わずかな時間で温熱環境ができ室温の微調整が可能。室内に上下水平方向に温度ムラが出やすい。風の発生や空気の乾燥によるウィルスの感染リスクがあり定期的なフィルター清掃が必要。風切音などの稼働音がす
るため集中を要する空間には不向き。ランニングコスト高くなる傾向。 

24 
両面にパネルが配されているため結露を触れることがない。床壁天井を輻射により直接的に加温冷却するため、上下水平方向の温度ムラが少ないことや室内機は無動力のため、気流を起こさず、ウィルス感染の大幅な抑制、
無音の冷暖房であるため、集中を要する部屋には適しているなど室内環境を重視する場合最適な冷暖房である。イニシャルコストはエアコンと比較して高くなるが省エネ性が高く初期費用の回収をし、一定期間を過ぎるとプラス
に転じる。 

33 
床壁天井を輻射により直接的に加温冷却するため、上下水平方向の温度ムラが少ないことや室内機は無動力のため、気流を起こさず、ウィルス感染の大幅な抑制、無音の冷暖房であるため、集中を要する 
部屋には適しているなど室内環境を重視する場合最適な冷暖房である。イニシャルコストはエアコンと比較して高くなるが省エネ性が高く初期費用の回収をし、一定期間を過ぎるとプラスに転じる。 

30 

室内機 

ecowin ornament 

Hybrid Thermo System
｢ecowin｣ 

 

小規模施設向高効率 
ヒートポンプ室外機 

大規模施設向高効率 
ヒートポンプ熱源機 

小規模施設向高効率 
ヒートポンプ室外機 

大規模施設向高効率 
ヒートポンプ熱源機 



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 
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採用事例のご紹介：神奈川県大型老人ホームにエコウィン採用！ 



空気感染 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、ウイルス感染を軽減できる。 

健康・快適性 
冬はまるで暖炉のように、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。 

ecowin ornament®導入メリット（大型高齢者福祉施設） 
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風 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。 

製品寿命 
エコウィンオーナメントの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。 

衛生面 
光触媒+抗菌、消臭により、衛生的です。 

また、オーナメントパネルにより、毎日の生活でお客様が結露水で濡れることがありません。 

安全性 

 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 高い省エネ性 

吹抜け空間 遠赤外線放射により人のいる高さを局所的に冷暖房するため、エネルギー効率が高い。 

メンテナンス 
エコウィン室内機のメンテナンスは特殊な足場等は必要なく、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、手間を大幅に軽減します。 

音 音が無いため、自然に近い静かな室内環境を実現します。 

一般空調負荷の70％の熱源機を採用、２０１３年7月の熱源機稼働率40％と省エネ！ 

広告サイン 正面のパネルには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。 



■従来方式(往戻温度差5℃) ■大温度差空調方式(往戻温度差10℃) 

大温度差空調導入による搬送エネルギーの省エネ化 

○ 一般的に、ファン・ポンプのエネルギー消費は、オフィスビルの全エネルギー消費の約1/4を占めている。 

  このため、省エネやCO2排出の削減を進めるためには、搬送エネルギーの低減が重要となる。 

 

■メリット 

・従来システムと比較しても性能的に遜色がない。  

・建物の階高や機械室の面積等が削減できる 

・水を循環させて熱を搬送する場合、温度差を大きくすることにより、その水量を削減することが可能である。一般的には従来より 50% 

 以上搬送動力（二次側ポンプ動力）の削減が出来ているケースが多い。  

・ 搬送エネルギーの削減により、一次消費エネルギーが大きく低減できる。その結果、従来システムより大幅に CO2 発生量の削減が可 

 能となり環境性向上に寄与できる。 

武蔵小杉は大温度差空調仕様となっています！ 
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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 

AllRightReservedⒸecofactory2014 
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採用事例-1 完成写真 

AllRightReservedⒸecofactory2014 



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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断熱材 

比較 No4 エコウィン搬入工事 

AllRightReservedⒸecofactory2014 29 

エコウィンは、壁面にぴったりくっつけても結露の心配が 
ありませんので、省スペース化を実現しています。 



正面パネルには広告サイン印刷ができます。 
楽しいデザインや遊具スペースのイメージデザインとして活用も可能です。 

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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ecowin☞ 防球格子☞ 

施設名 宇土市民体育館(築年数 33年 昭和50年7月19日完成) 

住  所 熊本県宇土市旭町504 

構造 鉄筋コンクリート造 

工事内容 空調改修工事 

冷暖房対象エリア アリーナ 

対象エリア床面積 1680㎡ 

システム水量 全1600L 

エコウインタイプ HYBRID THERMO SYSTEM ecowin 

発熱体本数/長さ/色 956本/2.4M/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝｽﾞYB5N 

熱源機 モジュールチラー ２基 

熱源機能力 冷却/加熱 118.0KW * 2台 31 AllRightReservedⒸecofactory2014 

採用事例のご紹介：宇土市民体育館、採用事例 
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参考事例-2 宇土市民体育館、納入事例 



省ｴﾈ 
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

吸収式では8,500円/90分、エコウィンでは６０7円/90分と大幅にランニングコストを削減！！ 

地球環境 
重油を用いた吸収式冷凍機と比較した場合、ＣO ₂排出量は１/12、ランニングコストは1/16と 

大変省エネです。（アリーナ部分の空調利用比較 -早稲田大学性能評価- ） 

ecowin導入メリット（大空間アリーナ） 
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風 風が発生しないので、バドミントン・卓球等に最適なスポーツ環境となります。 

製品寿命 
エコウィンパネルはアルミ製で無動力。パネルの製品寿命は30年以上の寿命があり 
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。 

ダクトが不要なため、ダクト内フィルターのメンテナンスが不要です。 

安全性 

 
 
 
 
 
 
 
 

防球格子を施す事で、発熱部に直接手で触れることがなく、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。従来の吸収式冷凍機と比べ、専門の 

ﾎﾞｲﾗｰ管理者によるﾎﾞｲﾗｰﾒﾝﾃﾅﾝｽが不要。ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ、手間が大幅に軽減します。 

音 風切り音が無いため、自然に近い静かな室内環境を実現し、コンサートにも最適です。 

省資源 
ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ 

吸収式ダクト方式では天井ダクト工事、機械設備費におよそ３億円かかるが、輻射冷暖房では 

小口径配管で省資源。およそ１億５千万円ですみます。イニシャルコストを抑制！！ 



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。 
 
 長時間ご利用いただいても居心地の良い、健康快適な空間を作りだし、
利用者の皆様に快適にご利用頂くとともに、スポーツの分野においては、
国内大会や国際大会の誘致へと、その可能性を広げます。 
 
 私たちはエコウィンを通じて、日本をはじめ世界の人々にエコファク
トリーの環境に配慮にした姿勢をPRし、快適性・デザイン性・省エネ性
で貢献して参ります。 
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体育館・アリーナ・吹き抜け・大空間へのエコウィン展開 



採用に向けたシステム比較（対流全体空調方式） 

【システム概要】 
●屋外に吸収式熱源機を設置し、空気調和機 
 (AHU)から冷温風を天井面に設置したダク 
 トから強制対流方式により冷暖房を行う。 
 

●場所によっては冷(温)風を受ける為、早く 
 涼しい(暖かい)気分になれる。 
●外気温度の変化による影響は少ない。 
●冷温水量を制御することで室温調整ができる。 
●定期的に空気調和機やダクトの清掃が必要。 
●垂直方向/水平方向とも環境ムラが大きい。 
●蓄熱が少ない為、空調停止後はすぐに暑く 
 (寒く)なる。 
●風が発生する為競技に支障がでる可能性あり。 

熱源機 

屋内天井ダクト 
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 採用に向けたシステム比較 輻射式冷暖房システムecowin 
【システム概要】 
●床下か天井に冷温水配管を通し、エコウィン 
 本体に循環させることにより輻射、及び吸熱 
 することで冷暖房を行う。 
 

●輻射に特化したシステムであるため、空間 
 全体の温度ムラが少ない。 
●無音・無風なので競技に支障なく集中できる。 
●空調停止後も蓄熱効果で暫く快適性が続く。 
●水平方向の温度ムラが少ない。 
●立ち上がりに時間がかかる(おおむね30分)。 
●夏場は室内機に吸湿効果で結露水がでる 
 (カバー等で保護が可能)。 

熱源機 

ecowin 
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輻射式冷暖房システムecowinと全体空調方式との違い 
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全体空調方式(冷房) エコウィン（冷房） 

アリーナのみの冷房運転も可能！ 

更にアリーナを系統毎に運転することも可能！ 

吹き出し口 吸収式冷凍機 エコウィン ヒートポンプ式 

モジュールチラー 

必要の無いエリアの冷暖房を行わないことで、大幅な省エネ効果を実現しています！ 

常に全体空調となり、
吹抜部分に無駄なエネ
ルギーを消費します。 
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エコウィン（暖房） 全体空調方式(暖房) 

輻射式冷暖房システムecowinと全体空調方式との違い 

吹き出し口 吸収式冷凍機 エコウィン ヒートポンプ式 

モジュールチラー 

必要の無いエリアの冷暖房を行わないことで、大幅な省エネ効果を実現しています！ 

アリーナのみの暖房運転も可能！ 

更にアリーナを系統毎に運転することも可能！ 

AllRightReservedⒸecofactory2014 

常に全体空調となり、
吹抜部分に無駄なエネ
ルギーを消費します。 



エコウィンのメリット 
省資源、省エルギー！ 設置コストもエコ。 

■熱媒体は冷温水、熱容量は空気の３３００倍。 

■大量の熱輸送が可能。 

■搬送エネルギーが小さくて良い。 

■小口径配管（φ16～30程度）で省資源。 

■小口径ですので経路確保も容易。 

■工事もスムーズ、工期も短縮可能。 

■設置コストが大幅に削減。 

■既存施設への納入もﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝﾊﾟｸﾄに対応可能。 

  

対流式(既存技術)の問題点 

■熱媒体は空気搬送で熱容量が少ない。 

■大量の空気を輸送する必要がある。 

■搬送エネルギーが増大する。 

■搬送経路が大口径必要で資源増大。 

■経路確保が難しい。 

■工期、資材、工事費、仮設工事費が増大。 

■老朽化後の更新や既存施設への導入は、 

 大規模な工事と予算が必要。 

 
 

空調ﾀﾞｸﾄ 空調ﾀﾞｸﾄ 

Ecowin配管 

ecowin 

搬送経路 搬送経路 

Ecowin 

熱輸送経路の資材資源と工期、工事費を大幅に削減します！ 

AllRightReservedⒸecofactory2014 39 

大規模施設の空調市場の問題点と解決点 



対流式空調  従来型空調 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輻射式冷暖房装置 

ハイブリッドサーモシステム エコウィン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拡大(吹き出し口) 

・上下温度ムラが発生。 
・エネルギーロスが発生。 
・強制対流のため、風、音が発生。 
・空気の清浄性を維持する費用が発生。 
・送風音、ドラフトが発生。 
・熱風、冷風による不快感が発生。 
・搬送経路内の定期的な清掃が発生。 

・輻射式冷暖房システムであり、光速で熱伝 
 播を行い、体感に直接作用し上下の温度 
 ムラを抑制、エネルギーロスを抑制！ 
・空気感染のリスクを軽減！ 
・無音、無風で各種競技やイベントに効果的! 
・遠赤外線効果で、健康増進に寄与。 
・メンテナンス経費を大幅に削減。 

拡大(エコウィン) 

輻射冷暖房効果により水平冷房、水平暖房が可能となり、アトリウムや
大空間などで、飛躍的な省エネ効果を発揮します！ 
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大規模施設の空調市場における差別化 



３２２ｍ２（某市総合体育館） ４４.１ｍ２（宇土市民体育館） 

46m 

7.0m 
3.5m 3.5m 

6.3m 6.3m 
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室外機、接地面積の比較 



1680㎡のアリーナ空間に長さ2.4Mのサーモエレ
メント956本を壁面に配列。ユーザーがどの場所
にいても安定した温熱環境を提供できる配置とし
ている。エコウィンの構造だから可能にした配置 
です。（温度ムラのない空間を実現！） 

アリーナ 

エコウィン エコウィン 

エコウィン 
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参考事例-2 配置プラン、及びエコウィンシステム温度分布 



温湿度比較（宇土1回目：山鹿2回目） 

40

45

50

55

60

20

25

30

0 30 60 90

温
度

 
℃

 

時間  分 

湿
度

 
％

 

項目 消費電力量
[kWh] 

重油使用量
[L] 

CO2排出量
[kg-CO2] 

ランニングコ
スト 円/90min 

宇土市民 
体育館 

44.02 23.11 607.5 

某市総合 
体育館 

100.0 271.0 8500 

CO2排出量 ランニングコスト比較（宇土2回目：某市2回目） 

※九州電力・・・CO2排出係数 0.525kg-CO2/kWh    電気料金 13.8円/kWh 

※重油・・・CO2排出係数 2.710kg-CO2/kWh   料金 85円/kWh 

1/12!! 1/16!! 

宇土市民体育館、某市総合体育館比較表 

AllRightReservedⒸecofactory2014 43 43 



5650 

吸収式冷凍機（重油） 

ランニングコスト比較 Co2比較 

ランニングコスト 

5650円 405円 

吸収式冷凍機 夏ハイブリッドサーモ
システム電気代 8時間当り電気代差額（千円） 
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エコウィンと全体空調システム設置・ランニングコスト比較 
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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。 

24%

100%

0% 10
%
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%
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%
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%

60
%

70
%
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%
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%

10
0%

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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大空間空調の更なる展開 
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空調方式比較表  対流式冷暖房（電気式）・対流式冷暖房（油炊き吸収式）・輻射式冷暖房（電気式）・輻射式冷暖房（電気式）＋補助床冷暖房（電気式）方式の比較 

評価の基準 ◎ 3点：優． ○ ２点：良． △ 1点：可． とします 

  Ａ方式：対流式冷暖房（電気式） 評価 Ｂ方式：対流式冷暖房（油炊き吸収式） 評価 C方式：輻射式冷暖房エコウィン(電気式）＋補助床冷暖房 評価 

ｼｽﾃﾑ概要 

◎床置型空調機（ＰＡＣ）により、冷温風をダクト経由で吹き出し、強制対流方式により冷暖房を行う。 

- 

◎屋外に吸収式熱源機を設置し、空気調和器（ＡＨＵ）から冷温風を天井面に設置したダクトから強制対流方式により冷暖房を行う。 

- 

◎床下か天井に冷温水配管を通し、エコウィン本体に循環させることにより輻射及び吸熱することで冷暖房を行う。又補助で床に冷温風を吹き込む 

- 
    ◎輻射に特化したシステムであるため空間全体の温度ムラが少ない 

◎室温制御を目的とする。         ◎室温制御を目的とする。         ◎環境温度制御を目的とする 

熱源組合せ 

◎ＥＨＰ（電気ヒートポンプ） 

- 

◎吸収式冷温水発生機（油炊き） 

- 

◎ＥＨＰ（電気ヒートポンプ式冷温水システム） ＋ＥＨＰ（ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） 

- 

◎個別空調機（ビルマルチ室内機、温風暖房機など）等から冷温風を室内に導入 

◎空機調和機から冷温風を室内に導入 ◎エコウィン専用の熱源機で７℃～５５℃の冷温水を生成 

            ◎個別空調機（ビルマルチ室内機、温風暖房機など）との組み合わせ可能 

必要風量 空調機による - 空調機による - 室内機は無動力であり無風 - 

  
イメージフロー図 

            

  

            

  

            

  
  

  

      

- - - 

    

      

                                    

空調機器設置及びダクトｽﾍﾟｰｽ 室外機は大型となり広い設置スペースが必要。又室内機の設置場所多数必要でスペース確保 △ 屋外に大型の熱源機器、空気調和器の設置スペース必要。屋内天井面にはダクト必要。又油タンクが必要 ○ 室外機は小型で建物に沿って設置可能。省スペースなので機械室は不要。 ◎ 

騒音 室外機は60ｄｂ 室内機は風切り音やモーターの音がする。 △ 室外機は60ｄｂ 室内の吹出口の風切り音多少する。 ○ 室外機は45ｄｂ 室内機は無動力のため音は全く発生しない。 ◎ 

安全性 良好。 ◎ 油の貯蔵があるので安全管理が必要。 △ 良好。 ◎ 

保守管理 
定期的に室外機及びダクトの清掃が必要。 

○ 
定期的に空気調和機及びダクトの清掃が必要。 

△ 
定期的に熱源機器の点検が必要 

○ 
  熱源が油炊きの為、メンテナンス費用が発生する。   

環境汚染 新冷媒フロンを使用する事で、オゾン層破壊に作用しない。 ◎ 油の燃焼による廃ガスあり。 △ 新冷媒フロンを使用する事で、オゾン層破壊に作用せず、上下温度ムラがないので、ムダな冷暖房エネルギーを省ける。 ◎ 

室内環境性 

【長所】           

△ 

【長所】           

○ 

【長所】 

◎ 

①場所によっては冷（温）風を受ける為、早く涼しい（暖かい）気分になれる。 ①場所によっては冷（温）風を受ける為、早く涼しい（暖かい）気分になれる。 ①音がないので、競技に集中できる。 

②外気温度の変化による影響は小さい。 ②風が発生しないので競技に支障が出ない 

【短所】 ③アリーナー中央部分まで風を送ることができる ③垂直方向/水平方向の温度ムラが小さい。 

①場所により直接人に冷温風が当たるので不快感がある。 ④空調停止後も蓄熱効果で暫く快適性が続く。 

②垂直方向/水平方向とも環境ムラが大きい。 【短所】 ⑤アリーナー床下に冷温風を吹き込むことで中央部分も温度ムラが無い   

③蓄熱が少ない為、空調停止後は早く暑く（寒く）なる ①場所により直接人に冷温風が当たるので不快感がある。 ⑥立ち上がりの時間を短縮できる 

④室内機が有る為、音がする ②垂直方向/水平方向とも環境ムラが大きい。 

⑤外気温度の変動を受けやすい。 ③蓄熱が少ない為、空調停止後は早く暑く（寒く）なる 【短所】 

⑥アリーナー中央部分への風の到達不足 ①室内機が露出となる（存在感がある）。 

                        ②室内機に結露水がでる（カバー等で保護）。 

操作制 室温調整ができる。 ◎ 冷温水量を制御することで室温調整ができる。 ○ エリアごと冷温水量を制御することでエリアの温度調整ができる。 ○ 

機器ﾄﾗﾌﾞﾙ 複数の室外機を使用している為、全部の機器が同時に故障する確率は低く、故障したところのみ空調が出来ない。 △ 熱源機に対して、空気調和器2台程度なので、トラブルが生じた場合直ぐに空調が効かなくなる。 △ 複数の室外機を使用している為、全部の機器が同時に故障する確率は低く、故障したところのみ空調が出来ない。 ◎ 

エリア毎の強弱 大空間への対流方式ですが室内機が分散しているのでＢ方式に比べてエリア毎の調整が可能 ○ 大空間へのダクト吹きの対流方式なので細かいエリア毎の調整は効かない。 △ エリア毎に冷温水の温度設定を変え、又床に冷温風を吹き込む事でより快適性を確保できる。 ◎ 

電気容量（油消費量） ４７４ＫＷ △ ８３ＫＷ／ｈ（120Ｌ／ｈ） ○ 15.4KW／ｈ ◎ 

ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ ¥371,100,000  △ ¥292,000,000  ○ ¥170,000,000  ◎ 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ（1時間当たり） ¥7,556  ○ ¥11,103  ○ ¥404  ◎ 

総合評価 
直ぐに温熱環境を作ることができ室温の微調整ができますが、設置場所がアリーナー壁面か2階観覧席に設置するためアリーナー中央部分の暖房時の空調
に不安があります。また温度ムラが発生しやすく。ランニングコストが割り高になります。 

○ 
直ぐに温熱環境を作ることができ室温の微調整ができアリーナー中央部分まで風を送ることができますが風が発生しますので競技に支障がでる可能性があ
ります。又ランニングコストが割り高になります。 

△ 
輻射式冷暖房装置なので音が無い・風が無い・温度ムラが少ない。ランニングコスト、イニシャルコストがＤ方式に比べ少し割高になっています。アリーナーの
中央部分での輻射は問題ない。 

◎ 

21 19 34 

空調方式比較表 
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エコウィン事業展開（国内・海外、製造販売拠点） 
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     総代理店・ショールーム設置 
   販売・進出アクション中！！ 
 
 

    具体的な問い合わせあり。 
    進出時期を協議中！！ 
 

    将来計画。進出予定！  

エコウィン海外事業展開（日本から世界へ） 
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IGEM 2013環境国際展示会(マレーシア) JAPAN PAVILIONに出展！！ 


