
この度の熊本大地震で被災されました皆様には 

心からお見舞い申し上げます。 

一日も早い復旧・復興を日々願っております。 

私たちATELIER-LOCUSは、熊本で設立から20年。 

一級建築士事務所として培ってきた知識・経験・技術を基に 

これからも地元熊本でご家族の皆様が 

安心して暮らせる”住まい”をご提案します。 

そして皆様の大切な家づくりが、そのまま熊本の復興の力になる 

熊本地震復興支援住宅 ECOWIN HOUSEをご提案します。



復興支援住宅 ECOWIN HOUSE
®

耐震等級３ ＋ 制震 ＋ ZEH ＋ 快適・健康



熊本大地震 × ECOWIN HOUSE
®



熊本大地震　
4月14日と16日に益城町を襲った震度７ 
の大地震。益城町は、前例の無い震度７
という地震が２日連続襲いました。

5月11日熊本日日新聞より転載 産経新聞社ヘリより転載

2016.4.14-16



本震：震源地 ×

益城町役場

ECOWIN HOUSE 
益城町の住宅

®

益城熊本空港 IC

約800m

当社設計の住宅と震源地との位置関係
エコウィンハウスはわずか本震の震源地から800mほどの距離でした。

Earthより転載



－益城町の住宅－

熊本県上益城郡益城町 
専用住宅 
地上2階建て 
128.88㎡ 
平成21年12月

所在 
用途 
階数 
延床 
竣工

平成28年5月撮影
＜ M様のご感想 ＞

耐震等級 3 
品確法における 

耐震性能の最高ランク 

設計性能 
評価取得 

建設性能 
評価取得

（　　　）

平成28年5月撮影

本震の後はご近所の⽅が避難所へ避難されていましたので⼀旦避難しましたが、 
朝⽅には⾃宅に戻ることができました。 
家具類も壁⾯に固定していましたので⽫が数枚割れた程度の被害で、 
外部に損傷も無く、室内の数か所でクロスにヒビが⼊った程度でした。停電の際も、 
太陽光発電し⾃⽴運転に切替えましたので、携帯電話の充電などができました。 

耐震的にも優れていたことを改めて確認できましたので、我が家が被災した親戚や
友⼈の避難場所として安⼼して過ごしてもらいました。 

今回の地震でエコウィンハウスの耐震性のスゴさを⾝を
もって実感しました。地震後も家族で安⼼して過ごせてい
ます。⼼より感謝してます。



熊本県熊本市西原 
専用住宅 
地上2階建て 
137.00㎡ 
平成21年3月

所在 
用途 
階数 
延床 
竣工

耐震等級 3 
品確法における 

耐震性能の最高ランク 

設計性能 
評価取得 

建設性能 
評価取得

（　　　）
＜ H様のご感想 ＞

－熊本市西原の住宅－

平成28年5月撮影

住宅⾃体に損傷はありませんでした。ただ、外の塀は⽗の代に作ったもの
でしたので上部⼀段が落ちました。 

クロスに少しヒビが⼊っただけで、今回の熊本⼤地震で初めて 
耐震等級 3の住宅のスゴさが実感できました。 

2 階のタンスや化粧机の転倒もなく、本震の翌⽇から家族で安
⼼して住むことができました。 

地震に強い設計をしていただきありがとうございました。



熊本県阿蘇市 
専用住宅 
地上2階建て 
128.88㎡ 
平成22年6月

所在 
用途 
階数 
延床 
竣工

耐震等級 3 
品確法における 

耐震性能の最高ランク 

設計性能 
評価取得 

建設性能 
評価取得

（　　　）
＜ T様のご感想 ＞

－阿蘇市の住宅－

平成28年5月撮影

もの凄い揺れでしたが、建物⾃体は無傷でした。 

クロスにもヒビは⼊ってません。外観も⼀切ヒビは⾒られませんでした。 
２階の本棚が転倒し少し損傷しましたが、 
被害といえるのはその程度です。 

避難所に避難することもなく、本震後も安⼼して過ごせる
ことができました。エコウィンハウスでよかったです。
ありがとうございました。



地震にも強く快適エコに暮らせる 

ECOWIN HOUSE とは®



ECOWIN HOUSE の性能技術の特徴®



温度ムラのない室内空間を実現
独自開発の24時間換気空調システム
「エコウィンエアーユニット」（特許取得済）

床下空間に新鮮な外気を導入し、その外
気の温度や湿度を床下に設置したエアコ
ンによって、加温冷却して床下全体を循
環させながら室内へ送風します。 

その過程で冬場は床が暖められ、夏場は
床をひんやりとさせる床冷暖房を実現し
ました。



エコウィンハウスで光熱費マイナスの家を実現しました！

家族構成：御夫妻＋お子様の４人家族

＜ M様の声 ＞ 
Ｍ様の“ecowin”の活⽤法は、夏は暑いと感じたら運転させ、冬場は標準装備のエコウィンエアユニット（標準装備）が
⼊っているので、寒くなる明け⽅と⼣⽅にタイマーで運転されているそうです。 
以前のお住まいと⽐べても、梅⾬時期のジメジメとした不快感もなく快適に過ごせており、Ｍ様邸にお客様が遊びに来ら
れた際も“ecowin”を⾒て「なにこれ!?」という驚きの声もあったり、⼦供さんたちも⾮常に喜んでくれているそうです。 
24時間換気空調システムのエコウィンエアーユニットでの空調を⾏い、24時間快適にお暮らし頂いている環境や温度ム
ラが無く快適な暮らしを実現しながら、太陽熱温⽔器も搭載しており、 
給湯・冷暖房・照明等すべてオール電化でこの光熱費を実現しました︕

Ｍ様邸のH22. 3月～11月までの電気代
０３月　　８，８３３円　　１４，３０４円　＝　　５，４７１円のプラス！　

０４月　　６，９４１円　　２９，４７２円　＝　２２，５３１円のプラス！

０５月　　４，８２８円　　３２，１６０円　＝　２７，３３２円のプラス！

０６月　　４，６８７円　　３１，１５２円　＝　２６，４６５円のプラス！

０７月　　５，５３８円　　１３，０５６円　＝　　７，５１８円のプラス！　

０８月　　６，８６４円　　２２，１７６円　＝　１５，３１２円のプラス！

０９月　　７，９４４円　　２４，５７６円　＝　１６，６３２円のプラス！

１０月　　４，８７２円　　２１，８４０円　＝　１６，９６８円のプラス！

１１月　　５，９３９円　　１７，４７２円　＝　１１，５３３円のプラス！

買電 売電

Ｈ22.3月からＨ22.11月までの売電価格の合計は、 

149,762円のプラスに！

益城町の住宅　ECOWIN HOUSE style B 《　面　積　》 《　太陽光　》
114㎡ (34.5坪)　6.4kw

®



住宅性能評価の耐震等級３（最高等級） 
エコウィンハウスは設計性能表価で、最高等級の３をクリア。 
関東大震災（震度７クラス）のような大地震の1.5倍の力がかかっても倒壊しない構造を実現しました。 
また、エコロジーだけでなくも木造在来工法の高耐震住宅としての品質の高さを誇っています。 
さらに、第三者機関（ＪＩＯ）による設計性能評価と建設性能評価で、耐震等級３(耐風等級２）を取得
し、家の性能をお客様に提示します。

ECOWIN HOUSE
®

3.11 東日本大震災後（岩手県大船渡市）

3.11 東日本大震災の  
地震・津波にも耐えた ECOWIN HOUSE

®



今回の熊本大地震を受けて倒壊しなかった住宅でも 
住宅内部における家具転倒やクロスのヒビなどの被害は 

防ぐことができませんでした。 

しかし、耐震等級３に「制震」の技術を加えれば 
家財の転倒リスクを軽減し、お客様の安全性の向上と 

住宅内部の被害を抑制することが出来ます。



ECOWIN HOUSE ＋ 制震 ＋ ZEH
ATELIER-LOCUSが提案するさらなる安心な住まい

®

制震技術について



京都大学研究グル－プの5月11日の公表 
「２回の地震に耐えうる強度は1.5倍（等級３）が必要。熊本大地震のような揺れの
強い余震が複数回発生すると、建物部材へダメ－ジが蓄積されます。これからは、
建物自体の揺れを軽減させ家具の転倒などを防ぐことも必要。家自体の傾きを少な
くし耐震壁も守る＜耐震+制震（ダンパ－）＞住宅が今後必要とされます。」

耐震等級３ 制震ダンパー
オイルダンパー装置などの特殊な装置を取り付ける
ことにより、地震を揺れを吸収できるようにする。
この装置により地震時の建物の変形などを制振装
置が吸収して、地震のエネルギーを建物に伝えにく
くそして揺れを少なくします。

建物を丈夫な頑丈な造りにしてちょっとやそっと
の地震では、倒壊しないように造る。
具体的には建物の躯体に筋交い、金物などで補強
して骨組みを強化します。そうして地震の揺れに
耐えられる構造。

復興支援住宅 ECOWIN HOUSE（耐震+制震+ZEH）®



長期優良住宅 

12.0cm

制震ダンパーなし

最大変位 1 / 24rad

耐震＋制震設計モデル 

6.3cm

最大変位 1 / 46rad

制震ダンパーが揺れを約５０％軽減！
耐震設計モデルに制震ダンパーを付加するだけで建物の変形を半減できます。

建物の揺れ幅 建物の揺れ幅

制震ダンパーあり

1/2

原則1名で 
設置できるので

⼯期短縮



ATELIER-LOCUS が今の住まいの目に見えない 

バランスをチェックします。
（木造住宅耐震検査システム）

お住まいの家に伺い家を傷つけることなく、 
専用機械「耐震検査システム」によって 

住宅のバランスを計測します。 

短時間で住宅の検査を行い、 
データ結果をご報告します。 

ご要望により後日、耐震補強のご提案を致します。



新築・既存住宅にも導入できる制震技術

新築住宅

既存住宅リフォ－ム

新築住宅にも、今お住まいの住宅にも制震ダンパーを取り付けることが可能です。

ECOWIN HOUSE  style A 設置　配置イメ－ジ®

制震ダンパー



ZEHについて

ECOWIN HOUSE ＋ 制震 ＋ ZEH
ATELIER-LOCUSが提案するさらなる安心な住まい

®



くつろぎと安らぎの空間、 
家族団らんの場所としての住居を追求した結果 
ECOWIN HOUSE は先進の“ZEH”を実現しました！

ECOWIN HOUSE は電気代ゼロを目指し設計した先進の住宅(ZEH)です。
一般的に集合住宅から戸建て住宅に引っ越すと間取りの増加に伴い、
1.5倍程電気代が上がると言われ、家計に大きな負担となります。しか
し、ECOWIN HOUSE は省エネ性の高い、空調、換気、照明、給湯設
備を導入しそれら消費電力よりも、太陽光発電力が大きい設計として
います。だからこれまでよりも大きな間取りの住宅で、電気代を気に
することなく、ご家族の皆様とご自宅でくつろぐことができます。

ECOWIN HOUSE はご家族の健康を第一に考えた高気密・高断熱住宅です。
ECOWIN HOUSE は高気密・高断熱で、夏の熱気や冬の冷気が住宅内
に入ってくることを防止します。これは、高齢者の住宅内での熱中症
防止、急激な温度変化による風呂場でのヒートショック防止、真夏の
寝苦しさや冬場のカビの発生の防止等、健康面や快適面の効果もあり
ます。だから、 ECOWIN HOUSE ではご自宅でご家族の皆様が安心し
て安らぐことができます。

ZEHや太陽光設備に対して補助金が受給できる場合があります。
応募条件がありますのでお早めにご相談下さい。

Zero 
Energy 
House

®

®

®

®

®

®



熱中症は高齢者、特に75歳以上の高齢者での発生割合が高く注意が必要です。
熱中症対策には適度な冷房が重要です。しかし、熱中症の危険になか
なか気づかなかったり、暑さに気づいても節電意識が高く冷房をつけ
ない等の理由で、高齢者ほど熱中症の危険度が増す傾向があります。

熱中症による救急搬送人員の割合*

＊東京消防庁HPより

75歳以上の発症場所別の熱中症による
救急搬送人員の割合*

75歳以上の高齢者の過半数は住宅で熱中症になっています。
熱中症というと炎天下の屋外でなりやすいものとイメージしやすいで
すがは75歳以上の高齢者の過半数が“自宅”で熱中症になっています。

10万人当たりの
熱中症の人数

全国 43.9人
九州 48.0人
熊本 65.3人 ＊ ＊国立環境研究所 、環境健康研究センター、ホームページより引用

＊ ＊
九州、特に熊本では熱中症に注意が必要です。

熱中症の多い地域だからこそ、真夏の熱気に
影響されにくい、気密性や断熱性が高い住宅
を選ぶことが重要です。

ECOWIN HOUSE  は1年中快適で熱中症が起きにくい住宅です。
ECOWIN HOUSE は高気密高断熱、かつ省エネ性や快適性が高い空調
システムを採用しており、しかも電気代がほとんどかからないZEHで
すので、真夏でも涼しく、熱中症が非常に起きにくい住宅です。

真夏の熱中症の発生ゼロにするZEH住宅です。

Zero 
Energy 
House

ECOWIN  HOUSE は
真夏の熱中症の発生ゼロにするZEH住宅です

®

®

®



ECOWIN  HOUSE は
真冬でも人体への健康リスクを 
　　　　　　　　ゼロにするZEH住宅です

冬の寒さは様々な健康リスクを招きます。
冬の寒さは、脳卒中、肺炎、心筋梗塞の様々なリスクを招きます。
建物全体を快適な温度に維持することがとても重要です。

ECOWIN HOUSE は真冬でも暖かい住宅です。
ECOWIN HOUSE は高気密高断熱、かつ、省エネ性や快適性が高い
空調システムを採用しており、 しかも電気代がほとんどかからない
ZEHなので、真冬でも暖かく、部屋中どこでも快適です。快適な空
間でいつまでも長く健康に過ごして頂きたいと思っております。

厚生労働省  熱中症対策に関する検討会(第1回)資料より

◎21℃　快適温度
〇18℃　許容温度
△16℃未満　呼吸器系疾患に影響あり
△9-12℃　血圧上昇、心臓血管疾患の
　　　　　　　　　　　　　　リスクあり
 ×  5℃　低体温症を起こすリスクあり

自宅を18℃以上に維持しておくことがとても重要です。

ゼロにするZEH住宅です。

Zero 
Energy 
House

21℃

®

®

®



ECOWIN HOUSE は”イエ”にも住人にも優しい家。

断熱性の高い住居は”イエ”にも住人にも優しい家。

冬になると、窓が結露することはありませんか。この結
露は住居の壁の内側でも引き起こされているのです。断
熱性の弱い家では、外との温度差により結露が起こりや
すくなり、また同時にカビやダニの発生しやすい環境を
も生み出します。カビやダニはぜんそくやアレルギー疾
患を引き起こしたり、柱や土台の腐食といった悪影響を
及ぼします。

厚生労働省  熱中症対策に関する検討会(第1回)資料より

高気密高断熱住宅では結露を防ぐことで、カビやダニの
発生をも防ぐことができます。高気密高断熱住宅にする
と長寿命になるだけではなく、様々な疾患が改善された
というデータもあります。

ECOWIN HOUSE は高気密高断熱で、24時間換気を採
用しています。窓を開けることなく、室内はいつでも新
鮮な空気なのに、快適な温度に維持されます。ご自宅で
ご家族の皆様が長く健康で安心して暮らせる住宅です。

高気密高断熱住宅へ転居後の疾患の改善率

結露/カビの発生

改善

結露/カビの発生の抑制

断熱性が弱い住宅 断熱性が高い住宅

Zero 
Energy 
House

ECOWIN  HOUSE は
住む人だけでなく”イエ”にも 
　　　　　　　　　　　優しいZEH住宅です

断熱性の悪い住居は、”イエ”にも住人にも悪い家。

®

®

®



LOCUS 

ECOWIN HOUSE 

-規格プラン-

®



style A



style B



COMPACT HOUSE　style C



HIRAYA　style D

84.47㎡　（25.5坪）



LOCUS 

ECOWIN HOUSE 

-設計実例集-

®



ECOWIN HOUSE  style B 
城南の住宅　

■木造2階建て

　1Ｆ：60㎡　2Ｆ：55㎡

　合計：115㎡（34.7坪）　
■ｴｺｳｨﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑ（標準装備）
■長期優良住宅仕様

®



西原の住宅　

■木造2階建て

　1Ｆ：70㎡　2Ｆ：67㎡

　合計：137㎡（41.4坪）　
■ｴｺｳｨﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑ（標準装備）

ECOWIN HOUSE  order house 
西原の住宅　

®



ECOWIN HOUSE  HIRAYA style D 
帯山の住宅　

®

■木造平屋建て

合計：149.10㎡（45.1坪）　
■ｴｺｳｨﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑ（標準装備）
■ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾓｼｽﾃﾑ

　「ecowin panel」 × 3台



■木造2階建て　

■次世代省エネ基準

■外張断熱

■耐震等級3（耐風等級2）

■ｴｺｳｨﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑ

■ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻ-ﾓｼｽﾃﾑｴｺｳｨﾝ

ECOWIN HOUSE  order house 
TKU住まいランド モデルハウス　

®



■木造2階建て　

■次世代省エネ基準

■長期優良住宅

■外張断熱

■耐震等級3（耐風等級2）

■ｴｺｳｨﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑ

■ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻ-ﾓｼｽﾃﾑｴｺｳｨﾝ

ECOWIN HOUSE  order house 
ゲストハウス　

®



■木造2階建て

　1Ｆ：165㎡　　2Ｆ：98㎡

　合計：263㎡（79.55坪）　

■電力の見える化

■長機優良住宅認定

■耐震等級3（耐風等級2）
■エコウィンエアーユニット
■ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾓｼｽﾃﾑ　ｴｺｳｨﾝ　　　

ECOWIN HOUSE  order house 
水俣の住宅　

®



ATELIER 
LOCUS
一級建築士事務所

本社 

TEL 
FAX 
MAIL

熊本市水前寺2丁目17-7 

(096)  383 - 6666 
(096)  381 - 7035 
ecowin@atelier-locus.jp

株式会社 エコファクトリー

ご連絡先はこちらから

ロクス設計 で検索！

mailto:ecowin@atelier-locus.jp?subject=

