SDGsへの取り組み ‐持続可能な環境省エネ対策‐
窓から省エネ
省エネガラスコートH-SP施
工

SDGｓ省エネ提案、快適提案、問題解決提案ビジネスへの参加方法

節電・省エネ対策
窓ガラス遮熱・断熱コート

遠赤断熱コート

美観維持・防汚対策
遮熱・断熱コート

除カビ、抗菌、防カビコート

抗菌防カビ対策
防さび防水・断熱コート

ソーラーメンテＡＲリコート

一般社団法人
省エネ健康推進協議会

健康促進対策
外装；超親水防汚コート

ウロコ付着防止コート

SDGsへの取り組み ‐持続可能な環境省エネ対策‐
窓から省エネ
省エネガラスコートH-SP施工

ご提案の趣旨
一般社団法人省エネ健康推進協議会は、現在、地球規模で起こっている環境問題、省エネ問題、健康対策に対し、ナノテクメーカー株スケッチ及
びメーカー施工管理会社(株)節電ECOショップと共同でナノテクコートによる解決策を目的にSDGsの取り組みを普及推進していきます。
多くの人に正しい商品知識を伝え、簡単に誰でもすぐに取り組めるＤＩＹサポートプラン、プロが一緒にサポートしていくＰＲＯサポートプラン、
メーカー直、プロの責任施工プランの3つのプランを推進します。日本で多くの実績を残し、世界へ広げていきます。
①DIYサポートプランとは？ コスト重視
今回の新型コロナ問題で、特に収益悪化している店舗や企業向けに、省エネ・環境・衛生・健康対策の最先端のナノテクコーティング剤の購入の
みで、取扱説明書に従って自社従業員などで施工することで大幅コスト削減で、様々なお困りごとの解決を実現するのがDIYサポートプランです。
これまで責任施工を外注していた業務を自社で対応できるようになる為、非常に効率的・合理的な対策をすることができるようになります。
3つのDIYサポートプランは、その殆どがこれまで外注依頼となっておりますが、施工自体は決して難しいものではなく、本来なら業務用でしか販
売していない最先端のナノテクコート剤をユーザーの皆様が直接使用できるようになれば、誰でも簡単に問題解決できるようになります。
多くの人に正しい商品知識を伝え、簡単に誰でもすぐに施工方法を学んで、即、自社従業員で施工できれば、最大の合理化施策となります。
②PROサポートプランとは？ コストと品質重視
PROサポートプランは、これまでメーカーの責任施工商品だったものを、自社社員で施工ができるよう現場施工指導付きで施工員を育成
いくプランです。大幅コストダウンができる4プランを用意しました。

③メーカー直による安心・責任施工プラン
上記、①②でもいいが、自社内で施工できる人員の確保が難しい、責任施工でお願いできないかとお考えの方には、当協会母体である㈱節電
ECOショップで責任施工か、又は遠方の場合は、メーカー認定3マイスタープロの施工会社にて格安価格にて施工させて頂きます。
省エネ、健康対策で業界ＮＯ．１商品を厳選して、できだけ多くの方が参加できるように全国ルールの一元管理と情報受発信を協議会がサポート
していきます。是非、ご関心ある方はご参画下さい。
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「冷暖房が効かない」「結露がひどい」 「カビがひどい」 「嫌なにおいがある」 「西日が暑い」「シックハウスで困っている」「雨漏りす
る」「建物外装が汚れてきた」 「有害紫外線が嫌だ」「錆で困っている」など・・・これらの問題は一般的に、窓ガラスはガラス業者、遮
熱はフィルムやコーティング業者、内装塗り替えは、内装業者、防カビは防カビ専門会社、外壁塗装は塗装工事店、雨漏りは防水工事
店、錆は防錆会社と目的に合わせて各業者バラバラに相談しないといけませんでした。
今回、節電ECOショップは、建物の内装、外装における問題解決をメーカー直組織で安心の責任施工できるプロのサポート店をエリ
アごとにネットワークしました。これにより塗装＆コーティングシステムを１社がまとめて提案、責任施工することができるため、お客様に
格安施工料金と安心の責任施工サービスが提供できます。メーカーと一緒に問題解決、改善提案をしませんか。

これまでの業界
光触媒防汚コート

塗り替え塗装

ガラスフィルム

防水塗料

これからは、1社で解決
遮熱・断熱塗料

防さび塗料

防カビ塗料

遮熱+断熱+防汚+防水+防音+防カビ
＋防錆＋結露+省エネ＋快適

これまでの業界

ガラスコート
後付けサッシ

見積りバラバラ、工事業者バラバラ
全部施工すると・・・とんでもない金額に!！

高機能、多機能塗料＆ナノコーティング剤で
一社で安心施工＆安心価格！！

高機能、多機能塗料＆ナノコーティング剤で問題解決、一社で安心施工＆安心価格！！
室内でのお困り事・解決してほしいこと

外装でのお困り事・解決してほしいこと

１、西日が暑い、冷房の
効きが悪い

２、窓際が冷える、暖房の
効きが悪い

3、窓、サッシ、壁面
の結露

4、窓から入ってくる
有害紫外線

1、ヒビ、クラック

5、室内、車内、浴室、
クロス、壁などのカビ

6、シックハウス対策、ペット
の糞尿に臭い・抗菌対策

7、エアコンの対流や乾燥
温度むらが苦手

8、輻射冷暖房や床暖房の
効きが遅い。電気代が高い。

5、剥がれ、爆裂

2、雨漏り

6、遮熱、断熱

TVO
C

外装の美観維持
防カビ、防錆、防汚

外壁、屋根・屋上の
日射遮熱・断熱・防水
天井、内装の断熱・保温

内装の防カビ、
消臭、抗菌

窓の遮熱・断熱、
UVカット
輻射冷暖房シアー

3、色あせ、紫外線劣化

7、錆

4、カビ、藻

8、外装汚れ

WEBの見方・活用の仕方案内
はじめに

総合ビジネス案内・WEB

最初に総合ビジネス案内のWEBをご覧ください。
このホームページでは、(株)スケッチの製造販売商品と
メーカー責任施工商品のSDGｓ推進商品、プランのすべて
を案内しています。
個人住宅向けの問題解決商品と法人建物・チェーン店向け
省エネ対策商品、プランを分けてまとめてあります。
DIYサポート商品、PROサポート商品、責任施工商品に分け、
各種資料もダウンロードできます。

https://www.pro-support.shop/

各WEBを一度ご覧ください。
メーカー責任施工会社案内
節電ECOショップWEB

http://ecoshop-international.com/

詳しくは資料DLから資料をダウンロードして勉強してください。

責任施工商品・詳細案内

個人住宅・快適中古リノベ案内

エリアPROサポート店専用・WEB

トリプル遠赤冷暖WEB

https://www.ecoshop-prosupport.net/

お客様第一主義
NO.1商品；窓の断熱コートとの商品コラボ
による建物丸ごと、問題解決提案、快適提案

https://www.triple-enseki.net/

NO.1戦略
他社にない差別化商品によるアフター市場、
中古リノベ市場への合同アプローチ

節電チャレンジ50；省エネ25％～50％削減プラン

大幅に施工工程を少なくでき、尚且つ高機能、多機能のコート剤
施工工程を大幅短縮するワンステップ下地コート;業界NO.1の高機能・多機能コート剤

室内向け省エネ対策・健康対策・衛生対策向けナノテクコート剤
窓ガラスの遮熱・断熱・UVカット・・冷暖ガラスシールド・省エネガラスコートH-SP

浸透防止、防水コート

防汚コート

1、コンクリート用防水、浸透防止剤
コンクリート向け、無機浸透防止、防水コート。
コンクリートへの水の侵入を防ぎ、中性化防止。劣化防止。
帯電防止超親水防汚コート＝スーパーグラスバリアとのセットにより、
長期美観維持。

開口部の窓がラスは、夏は73％入り、冬が58％窓から熱逃げします。LOW-Eペア
ガラスよりも遮熱、断熱性能が高い冷暖ガラスシールドが、1㎡10000円で対策で
きます。一回のコートで15年の耐候性があります。
特別提携・責任施工1㎡8800円・1㎡10000円
窓の遮熱・断熱リノベーション 省エネ対策商品
1㎡あたり
施工費込

種 別

種 別

1㎡あたり
施工費込

⑴Low-Eペアガラス(大判) 入替え

40,000円/㎡～

⑵内窓サッシ(Low-Eペアガラス)

40,000円/㎡～

⑶遮熱フィルム

15,000円/㎡～

⑷他社ガラスコーティング

15,000円/㎡～

冷暖ガラスシールド

10,000円/㎡
8,800円/㎡

一般法人向け向け
HOTガードH-SP

12,000円/㎡

省エネガラスコートH-SP

補強・補修

防水・補強コート

浸透性、密着性抜群で防水、防錆機能の補修、補強剤,コンクリート、
塗装の補修、金属の補修に最適。下地修正と同時に防水、防錆がワ
ンスタップで可能にするワンステップコート。防さびベースコートに中
空ビーズを入れて断熱機能を持たせたWPシールド

防錆、防水・遮熱コート

防錆コート

内装の断熱、遠赤保温、遮音コート…冷暖遠赤シールド・クリーンエアガードSP

内装向けに、防汚機能付きの消臭、抗菌、防カビ対策コート。
基材に強力に密着し、水がかかっても剥離しない常温ガラスコートに、防カビ、抗菌、
消臭機能のナノ材料を添加しています。
特別提携・責任施工1800円～2800円

屋上、外装向け仕上げ塗装・・・・建物の遮熱、断熱コート剤；断熱性能業界一
外装；遮熱・断熱コート

4、断熱、遮熱、遮音対策コート…省エネカバーコート
屋上及び室外機とその周辺の遮熱、断熱性能を最高にするため、
中空シリカビーズを業界最高量入れ開発しました。
通常断熱性能を出す場合は２回のコートですが、WPシールドを
ベースコートにする場合は、１回のコートで済みます。
２回コートするとさらに断熱性能が上がります。

室外機効率アッププラン…空調費15％～30％削減で2年以内で償却
フロンガス効率化装置「R-オプティマイザー」

＋

防さび、遮熱、断熱塗装「RM断熱シールド」

3、防水、防錆、遮熱コート…ラストメート
これまでの防さび、防蝕業界の常識を覆す、画期的な防錆コートで
す。一発コートで、大幅な施工工程を減らすことができます。錆の上
からコートでき、沖縄で10年以上の防さび効果を実証しています。
ホワイトは、屋上、外壁の防水、遮熱コートとしても最適です。

内装向けに、業界初の遠赤機能付きの断熱コート剤。防水、防錆機能付きの遮熱、断
熱コートを開発。中空ガラスビーズを入れることで断熱性能を追加し、プライマーには
密着性の高い、断熱防水ベースコートをセットしました。
内装トップには消臭・抗菌・空気清浄コートのクリーンエアガードSP.
特別提携・責任施工1㎡6000円
内装の防カビ、消臭、抗菌対策コート…カビサール・モルキラー・MKクリーンコート

2、防水、防錆補修コート…セラBジョイント
防錆、防水、断熱ベースコート…WPシールド

建物外装トップコート・・・美観維持、防汚対策超親水コート、;業界NO.1の無機100％ナノテクコート剤
外装；超親水防汚コート

2021年現在
施工13年経過後

5、帯電防止超親水セルフコート…スーパーグラスバリア
単層CNTを追加した………・スーパーグラスバリアCNT
外装向けに、これまで1000万㎡の材料を販売、外壁塗装のトッ
プコートとして、汚れがつきづらく、汚れても雨や水で簡単にセル
フクリーニングできるため、建物の美観維持に最適です。1Lで
60㎡から100㎡の施工。単層CNTを添加することで帯電防止
及び大幅機能アップしたをスーパーグラスバリアCNTもご用意。

折板・プレハブ建築向け防錆、防水、遮熱、断熱対策コート
RM断熱シールド＝ラストメート＋省エネカバーコート
今回提案するRM断熱シールドとは、折板屋根、プレハブ建物向けに、防水、防錆塗装と、
遮熱、断熱塗装を一緒にした画期的なコートシステムです。これまでの防水塗装は、シー
ラー、ウレタン塗装2回、トップコートの4工程、断熱塗装は、シーラー、断熱塗装2回と別
々の塗装業界だったものを、今回、ラストメート＋省エネカバーコートの工程で対策できま
す。特別提携・責任施工1㎡5000円
トップコートに帯電防止超親水セルフクリーニングコート・スーパーグラスバリアをセット
することで美観維持と、省エネ効果がアップします。1㎡6000円

建物外装トップコート・・・美観維持、劣化防止コート1の無機100％ナノテクコート剤
6、劣化防止・美観維持コート…ナノシールド
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防錆効果: 対象・金属:スチール、クロカワ、非鉄金属（アルミ、ステンレス、銅，真鍮等）
色調回復効果：壁画、タイル、野立て看板、交通標識、その他塗装したもの
付着防止効果：落書き、男子トイレの便器や、タイルの汚れ
日焼け防止： 木材、塗料、FRP,アクリル表面の黄色化防止
防水効果： 木材、段ボール、

SDGｓ省エネ提案、快適提案、問題解決提案プラン

節電・省エネ対策

室外機ダブル省エネプラン
節電チャレンジ30

省エネガラスコートH－SP 1㎡8800円
又は冷暖ガラスシールド 1㎡10000円
RM断熱シールド1台6万円
＋R-オプティマイザー1台7.5万円～10万円

トリプル省エネプラン
節電チャレンジ50

省エネガラスコートH－SP 1㎡8800円
RM断熱シールド
1台6万円
R-オプティマイザー
1台75000円～10万円

防さび・断熱コート

ラストメート＋省エネカバーコート2回 1㎡5000円
＋防汚 スーパーグラスバリア
＋1㎡1000円

除カビ・防カビコート

カビサール＋モルキラー＋MKクリーンコート 1㎡1800円～2800円

SDG

法
人
建
物
向
け

窓から省エネプラン

ｓ
推
進
提
案

個
人
住
宅
向
け
提
案

問題解決
合理化対策

断熱・快適リノベ

ソーラー発電効率アップコート

下地洗浄＋ソーラーセルフメンテナンスコートCNT 材料代1㎡200円

ウロコ再付着防止コート

ウロコ取り＋WSガードコートCNT

材料代1㎡200円

防汚・美観維持コート

下地洗浄＋スーパーグラスバリア

材料代1㎡200円

窓から省エネ・快適プラン

冷暖ガラスシールド 1㎡10000円

窓・内装省エネ・快適プラン
ダブル遠赤冷暖システム

冷暖ガラスシールド 1㎡10000円
冷暖遠赤シールド
1㎡6000円

リビング快適リノベーション
トリプル遠赤冷暖システム

冷暖ガラスシールド 1㎡10000円
冷暖遠赤シールド
1㎡6000円
輻射冷暖房シアー
床面積により機器選定

SDGｓ省エネ提案、快適提案、問題解決提案ビジネスの業務関連と参加方法
事業の普及促進活動
一般社団法人

省エネ健康推進協議会

まず最初にトータルビジネス案内WEBをご覧ください
トータルビジネス案内 WEB

トータル案内 WEB

トータル案内
本部；東京都台東区浅草橋2-25-10
チャコペーパー会館３F
TEL 03-5809-1366 FAX 5825-6504
代表理事 島田靖弘
活動内容；トリプル遠赤冷暖の案内
商談ルームを使った施工取次、普及促進
建物丸ごとコストダウン、問題解決提案

WEB

普及促進に参加

https://www.pro-support.shop/

https://www.pro-support.shop/

メーカー・推進本部
トリプル遠赤冷暖WEB

スケッチ代理店に加盟
株式会社 スケッチ
本社； 東京都台東区浅草橋2-25-10
チャコペーパー会館３F
TEL 03-5820-1665 FAX 5825-6504
代表取締役
島田靖弘
設立
1998年2月
資本金
5000万円
事業内容 ・ナノテコートの製造・販売
・多機能塗料の製造・販売

研修販売センター店 100万円
各県2店(政令都市県3店)
メーカー統一販売戦略

http://www.sketch.co.jp/

https://www.triple-enseki.net/

エリアPROサポート店WEB

メーカー施工統括本部

責任施工店に加盟
エリアPROサポート店 １００万円

(株) 節電ECOショップ
本社； 東京都台東区浅草橋2-25-10
チャコペーパー会館３F
TEL 03-5820-1665 FAX 5825-6504
代表取締役
島田靖弘
設立
2008年9月
資本金
600万円
事業内容 ・ナノテコートの責任施工本部
・多機能塗料の責任施工

http://ecoshop-international.com/
省エネ、コストダウン、問題解決施工
法人建物ユーザー

人口30万人1店
(政令都市人口50万人1店)
本部と統一販売戦略による施工獲得
施工取次で
紹介手数料10％～稼ぎたい

https://www.ecoshop-prosupport.net/

