
一般社団法人
省エネ・健康推進協議会

窓ガラスコート専門組織；冷暖シールドマイスター店のおすすめ

個人住宅、マンション、店舗、オフィス向け；大幅コストダウンの提案
新しい収益ビジネスを取り扱いしませんか
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新規ビジネス；省エネ・健康対策提案、冷暖シールドマイスター店に参加しませんか。

SDGs、ZEH,ZEBなど省エネ対策が世界的な活動基準になっている中、、一般社団法人 省エネ健康推進協議会(以下協議会という)
では、既存建物省エネ対策で最も効果が高い窓ガラスの断熱コートを全国ネットの専門組織＝冷暖シールドマイスター店を作り、個人
住宅向けにHOTガードPROサポートプランと 法人建物向けに冷暖ガラスシールド責任施工プランの2つを普及推進していきます。

普及の窓口を務める協議会では、既存建物の窓ガラスの断熱対策をいかに安くできるか各市に冷暖シールドマイスター店を作り、商
品の使い方、施工の仕方を研修していきます。
これまで大手法人建物市場中心に施工をしてきましたが、今後、今まで手付かずの個人住宅、小店舗、中小企業、地場企業向けにどな
たでも新しく省エネ対策と健康対策ができる冷暖ガラスシールドを普及させていきます。ぜひご参画ください。

日本も窓ガラスの断熱対策に断熱ガラスコートを定着させましょう

Q.1、メーカースケッチと一般社団法人 省エネ健康推進協議会(以下協議会という)の基本戦略について教えてください。

A,1, 協議会は、今まで全く手つかずの個人住宅、マンション、小店舗、中小企業の建物向けに、今回の研修サポート付きの遮熱、断熱ガラスコートの
PROサポートプランと責任施工による冷暖ガラスシールドによる格安施工価格の提案を第一ステップとして推進します。
特に、他社の追随を許さない業界NO.1の商品、窓ガラスの遮熱、断熱コート＝HOTガードH-SPからスタートして、業界最高の冷暖ガラスシールドの
窓ガラス施工専門店として、エリアNO.1店ネットワークを構築します。
2022年4月より、メーカースケッチとして、窓ガラスの断熱コート施工専門店を全国各都市に組織化していきます。

A,2, 上記の戦略を協議会を普及促進窓口として、統一的な販促戦略に基づきリモートによるサポートで、より多くの方が新規に兼業ビジネスができる
ようにサポートしていきます。
今回の冷暖シールドマイスター店は、お客様に格安料金で省エネ、合理化、問題解決できる点が大きなポイントです。
これまで、塗装店やゼネコンのように自社の利益を優先して、お客様にとって高コストになっては、絶対に広がりません。
小口のお客様にコストを最大限安くすることで、お互いWIN WINの関係になるように協議会が、最初からルールを決めています。
ルール違反をした場合は、取引を停止します。他社にない協議会が厳選した差別化商品だからこそ、できる戦略です。

A、3、協議会の基本的考え方は、法人企業には，冷暖ガラスシールドによる省エネ償却プランで、小口ユーザーには格安価格実現のためのHOTガード
H-SPによるPROサポートプランの推進です。
格安施工価格の統一、性能、品質の統一、サポート体制の充実を図っていきます。日本から始まったナノテク技術を、世界へ発信していきます。
日本の悪い商慣習、多くの会社が入りすぎて、ユーザー価格が世界一高くなっているのを、メーカースケッチの協力のもと、協議会が窓口主導で適切な
納得のいく価格設定で普及推進します。



個人；小店舗、中小法人、地場企業対象ユーザー

エリア冷暖シールドマイスター店

HOTガードH-SP 18万円

材料販売サポート

Q.１、18万円PROサポートプランセットを買う人はどういう方ですか。

A.1、一番多いのは、自分の建物を持っている方が、できるだけコストを安くするために、
プロから習いながら自分も一緒になって施工するケースです。
今回の18万円PROサポートプランを購入して、取り扱い研修1回と、現場施工サポート1回が
ついて、自社の窓ガラス40㎡を、省エネと西日対策、紫外線対策、結露対策ができるから
お得です。
40㎡の責任施工をPRO店の施工依頼すると48万円するところが、40㎡分の材料費＋施工
サポートがついて半額以下の18万円で一緒に指導を受けながら施工ができるため、大幅な
コストダウンになります。自分の建物や関係先の建物に施工する分だけ購入するケースが一
番多いと思います。塗装店・自社で施工をしたい企業

Q.3、冷暖シールドマイスター店セットを買う人はどういう方ですか。

A.1、メーカーの各市1店エリア指定の代理店を希望する場合は、冷暖シールドマイスタ
ー店が最適です。
WEBにエリア登録と名刺の使用及び、メーカーの販促サポートがついています。
更新は、年間10万円となります。
メーカーと合同の販売促進を展開したい方に最適なプランです。

A.2,工務店、塗装店、リフォーム店で他社との差別化により新しく収益の出る施工商品
を取り扱い方に最適です。個人住宅、分譲マンション、小店舗、中小企業のマーケットはこ
れまで展開されていないため、今後大きな収益ビジネスが見込めます。
冷暖ガラスシールドの責任施工店として地場企業に省エネ提案をして新しく施工で収益
を稼ぎたい塗装店、工務店に最適です。

A.3,窓ガラスの断熱コート専門店として、一般販売用のHOTガードは研修付きの材料
販売。法人顧客には、一般には取り扱いできない冷暖ガラスシールドを責任施工で施工
収益を稼ぎたい施工店には、収益性が80％と高いので最適の兼業ビジネス商品です。

A.4,協議会の推進サポーターからの施工紹介が受けられます。また、3マイスターの資格
を取得すると本部及びメンバーからの施工依頼が受けられます。
また自社で施工獲得した案件で、遠方の場合、全国施工組織が活用できます。

A.5,WEBミーティング、ZOOMミーティングなど販売促進のサポートが受けられます。
施工実績の共有により全国組織のパワーをエリア内で施工獲得に活用できます。

A.6,窓から始まる冷暖システムが展開できます。中古リノベ事業とコラボでき、輻射冷暖
房機シアーを卸価格で購入できます。

業務関連図

ナノテクメーカー・ スケッチ

PROサポートプラン

冷暖ガラスシールド
1㎡10000円施工案内

☆対象者・・新規ビジネス店、企業内管理会社、兼業店に最適

①エリア指定代理店として55万円又は88万円ぐらいなら出せる。
②現在塗装店、リフォーム店、工務店、内装工事等をやっていて、更に収益
が上がる施工ビジネスを探している。
③販売促進が充実している全国展開のビジネスに加盟したい。
④ブランド戦略でやりたい。
⓹他社が扱っていない特殊塗料、差別化商品を扱いたい。他社と差別化
できる商品の施工技術を学ばせたい
窓断熱の専門店として、エリア指定でNO.1になりたい。
⑥研修付き施工ビジネスをやりたい。

38万円研修販売店

Q.2、38万円研修販売店を買う人はどういう方ですか。

A.1、工務店又は施工管理店で、下請け塗装会社や工事会社に材料販売と施工監修をした
い企業で、価格フリー、エリアフリーに自由に断熱ガラスコートを取り扱い方に最適です。

Ａ,2、また企業内で多くの窓ガラスがある場合、社員や関連会社に施工をマスターさせて、
省エネを推進したい企業にも最適です。
自社や関連会社の省エネ、合理化、問題解決をできるだけコストダウンをしたうえで、収益ビ
ジネスとして取引先に施工獲得を広げたい場合に最適です。今の仕事に兼業する場合や、
企業内人材活性化のケースなど新しく省エネ、健康対策をビジネスとして施工を専門に展開
した方向けの最適なプランです。施工付きの材料販売と、追加施工サポート代1日5万円を新
しい収益の兼業ビジネスして取り組みたい方にHOTガード18万円セットの研修販売は最適
です。



HOTガードH-SP 1㎏
プライマー 300ml
油膜取り 300ml
施工ツール一式
取扱研修 １回
現場サポート 1日

セ
ッ
ト
内
容

合計18万円 税，送料別

遮熱 断熱・保温 UVカット 結露抑制

窓ガラス遮熱、断熱コート業界NO,1のスケッチ商品の中で
遮熱性、断熱性、透明性を重視した商品で誰にでも塗
りやすい商品になっています。大きな窓やショールーム向けに
多く施工されています。
個人住宅向け1㎡12000円で施工中。

1㎡12000円が材料代1㎡2500円
+PROサポート代１日５万円

個人住宅、マンション、店舗、事務所
レストラン、商業施設、サービス業、ホテル、
旅館、レジャー施設、ショールーム

販売
対象先

1、自社で省エネしたい
2、問題解決をしたい
3、合理化したい会社向け又は個人向けに最適プラン。

省エネ対策、健康対策、合理化を進めたいがプロ店に施工依頼するとコ
ストが高いので、今まであきらめていたが、自分の会社や店舗に必要な材
料購入ならぜひ自分で研修を受けて施工したい方に最適のプランです。

HOTガード18万円セットPROサポートプランで、お客様お困りごとが解決。さらに省エネ対策、健康促進対策にもなります。

セット価格
18万円
税別

「HOTガードH-SP」 PROサポートプラン 40㎡施工セット

1、18万円セットを買われる法人ユーザー、個人ユーザーにとってのメリットは、前頁のよ
うに、大幅に施工料金を安くでき、夏場の西日対策、冬場の窓からの熱逃げ対策、結露
対策、紫外線対策ができ、冷暖房の効きがよくなり電気代を安くできることです。
このPROサポートプランなら、多くの方が取り組みやすいことです。
また、施工に不安な方でも追加の施工現場での施工サポートが1日受けられ、仕上がり
がプロの施工店と同じになりコストだけが1㎡12000円のところが半額以下、大幅に安
くできることです。
これらの理由により、18万円セットの販売をした場合、材料販売と初回取り扱い研修費
合計で10万円の収益、追加1日の施工現場施工サポートが依頼された場合は、さらに
5万円の収益になります。
法人の場合は施工対象の建物を多く持ってる場合や、施工面積が広い場合など追加の
施工サポート1日5万円の依頼が期待できます。
法人の場合40㎡以上の窓ガラスがある会社や店舗は数多くあるため、この格安省エ
ネプランは大変薦めやすく、研修サポート収益が見込めます。

HOTガード18万円セット購入のメリット

2、窓断熱されていないマンション、住宅、小店舗、事務所が多い。依然として既存建物の
80％が断熱性能のないノーマルガラスです。特に10㎡前後の窓ガラスに対して、断熱
ガラスコートを施工する施工店がありません。理由として、断熱ガラスコート業界は、法人
建物中心に、チェーン店、商業施設、ホテルなど窓面積が大きい物件を施工対象として
きたからです。
つまり今回のPROサポートプラン又は責任施工プランは、これまで誰も手を付けてこ
なかったマーケット向けにとってもインパクトのある、お客様に一番メリットのある格安プラ
ンのため薦めやすく、施工する人も施工サポートする人のどちらにもWIN WINのシステ
ムです。

3、その他の理由として、年々暑くなる地球温暖化時代に最適なプランです。
中古リノベーションが大きなトレンドとなってる中で、建物の断熱対策は必須項目で、
一般的には10㎡の窓ガラスで40万円が予算、それに比べ、今回のPROサポートプラン
は、10㎡75000円前後と格安プランでニーズが高い。冷暖ガラスシールドのプ責任施
工でも10万円と格安です。



一般販売用18万円HOTガードPROサポートプランご購入のメリット

自宅、マンションを施工したい場合・格安での省エネ対策が可能。
①、40㎡施工セットを18万円で購入し、初回施工研修で自宅の窓を使って、施工方法を習う。
セットの内容の確認と使う順番を習い、養生、マスキング、油膜取り、プライマー、液剤調合、施工、確認、修正、
後かたずけの順序で施工演習を受ける。1枚の窓ガラスを使って、約2時間で一連の施工をマスターする。
次に、他の窓ガラスを使って、一人で最初から最後まで施工をする。問題点を指摘してもらい修正する。4時間研修～5㎡まで。

②、次回、一人で、施工マニュアルに従って、1日～10㎡の施工にチャレンジして、うまく塗れればOK,うまく塗れなけれ
ば、再度PROの方に現場にて施工サポートをしてもらいながら、1日8時間で10㎡以上の施工ができるようにする。

③、残り20㎡～を親、兄弟、親しい友人のところに施工
自宅でない場合は、施工仕上がりが不安になるため、PROサポート5万円を払って、一緒に施工を行う。
施工に自信がある場合はPROのサポート代5万円は必要ありません。
施工に自信が持てるまでは・モニター価格1㎡7000円で施工・自宅、マンションを施工できて、親、兄弟、親しい友人宅を
モニター価格の格安施工価格で提供できます。
PROのサポートで施工する場合は、1㎡10000円～12000円。
積極的に多くの人に施工を進めたい人は、以後施工をマスター出来れば、1㎡10000円で施工が取れた場合、
材料代1㎡2500円を差し引いた7500円が収益となります。1日10㎡の施工ができた場合、1日75000円が利益です。

自社の店舗・事務所を施工したい場合・大幅コストダウンで省エネ対策

①、40㎡施工セットを18万円で購入し、初回施工研修で施工方法を習う。できれば2人で施工を習う。
セットの内容の確認と使う順番を習い、養生、マスキング、油膜取り、プライマー、液剤調合、施工、確認、修正、
後かたずけの順序で施工か演習を受ける。1枚の窓ガラスを使って、約2時間。次に、他の窓ガラスを使って、
一人で最初から最後まで施工をする。問題点を指摘してもらい修正する。4時間研修～10㎡まで。

②、残り30㎡を、PROサポート店の方の施工指導を受けながら施工を進める施工
実際に会社や店舗の施工をPROサポートの方の指導を受けながら施工しながら施工をマスターしていきます。

③、40㎡通常プロ店に依頼すると48万円するところを、自社事務所、店舗、建物を18万円で格安施工・1㎡4500円の
半額以下の大幅コストダウンで省エネ対策ができ、さらに、自社社員が施工をマスターすることができる。
その他の自社建物は、1㎡2500円で施工でき格安にて省エネ対策を推進できます。
取引先へは、業界最高性能の冷暖ガラスシールド1㎡10000円で施工できれば、新しい収益ビジネスになります。



HOTガードH-SP 1㎏
プライマー 300ml
油膜取り 300ml
施工ツール一式
研修１日

セ
ッ
ト
内
容

合計1３万円 税，送料別

冷暖ガラスシールド 1㎏
プライマー 300ml
油膜取り 300ml
施工ツール一式
研修１日

セ
ッ
ト
内
容

合計1３万円 税，送料別

窓断熱コート40㎡施工3セット・冷暖シールドマイスター店

HOTガードH-SP 1㎏
プライマー 300ml
油膜取り 300ml
施工ツール一式
研修１日

セ
ッ
ト
内
容

合計1３万円 税，送料別

西日対策、紫外線対策、結露対策、省エネ25％以上の省エネコート

遮熱

断熱・保温

UVカット

結露抑制

収益項目 販売項目 販売価格 仕入れ条件

①HOTガードH-SP1㎏セット 初回研修込み18万円セット 8万円

②HOTガードH-SP1㎏セット 追加液剤セット9万円 7万円

県内5万円 0万円

県外5万円+交通費 0万円

材料代 100%施工自社営業
20%～手数料

推進サポーター支払い時

モニター特別割引

冷暖ガラスシールド1㎡8000円
1㎡2000円

1㎡6000円・75%

20㎡施工時・12万円
0

特別割引

冷暖ガラスシールド1㎡10000円
1㎡2000円

1㎡8000円・80%

20㎡施工時・16万円

1㎡2000円・20%

1㎡6000円・60%

20㎡施工時・12万円

通常施工価格

HOTガード1㎡12000円
1㎡2000円

1㎡10000円・83%

20㎡施工時・20万円

1㎡3000円・25%

1㎡7000円・58%

20㎡施工時・14万円

冷暖シールドマイスター店の収益見込み

販売収益/利益率

①,研修付き

初回

商品販売収益

10万円・55.5%

20％～50％

2万円・22%

③その他取り扱い販売商品(商品販売液と研修費)

②,施工現場指導

監修収益

追加

施工監修1日

5万円・100%

5万円・100%

③,責任施工

収益
施工管理

NO 内訳 数量 50万円店 80万円店

1 HOTガードH－SP18万円セット 2セット 16万円 16万円

2 冷暖ガラスシールド 1セット 10万円 3セット30万円

3 光学特性器セット 1セット 6万円 6万円

4 初回販売、施工取扱研修 1回 3万円 3万円

5 追加現場施工サポート費 1日5万円 1日5万円

6 エリア権及び年間サポート費 10万円 20万円

トータル 50万円 80万円

NO 50万円店 80万円店

1 4000円 4000円

2 3000円 3000円

3 5000円 5000円

4 5000円 5000円

5 1200円 1200円

6 1万円 1万円

7 1万円 1万円

8 2500円 2500円

9
HOTガードH－SP1㎏初回セット

HOTガードH－SP1㎏追加液剤セット

18万円

9万円

8万円

7万円

8万円

7万円

10
冷暖ガラスシールド1㎏初回セット

冷暖ガラスシールド1㎏追加液剤セット

18万円

10万円

10万円

8万円

10万円

8万円

NO 商品 数量 価格 50万円店 80万円店

1 WSリムーバー又は油膜取り 300ｍｌ 5000円 4000円 4000円

2 スーパーグラスバリア 300ｍｌ 7000円 5600円 5600円

3 樹脂用プライマー 300ｍｌ 10000円 8000円 8000円

4 WSガードコートセット 1セット 15000円 12000円 12000円

5 クリーンエアガードSP 5L 5万円 4万円 4万円

6 クリーンライトコートW 5L 5万円 4万円 4万円

7 クリーンライトコート 5L 5万円 4万円 4万円

8 MKクリーンコート 5L 5万円 4万円 4万円

9 ソーラーＡＲリコート 5Ｌ 7.5万円 6万円 6万円

10 ソーラーセルフメンテコートCNT　5L 5Ｌ 8万円 6万円 6万円

11 スーパーグラスバリア 5L 5万円 4万円 4万円

12 ナノシールド 280g 1.5万円 12000円 12000円

13 ラストメート 6㎏ 5万円 4万円 4万円

14 追加８万円 追加８万円

15 追加８万円 追加８万円

16
初回取り扱い研修

現場施工サポート費＋交通費

1回

1回

3万円＋交通費

5万円

3万円＋交通費

5万円

3万円＋交通費

5万円

断熱ガラスコート追加商品

冷暖シールドマイスター店

再販禁止；下請け先のみ販売；企業向;RM断熱シールド;初回14万円・追加10万円

再販禁止；下請け先のみ販売；企業向;冷暖遠赤シールド;初回14万円・追加10万円

油膜取り用パット　5個入り

油膜取り用ハードバフ　10個入り

油膜取り用ソフトバフ　大判5枚入り（10枚分/1枚）

ガラスコート用専用ローラー10本入り

４ｍｍマスキングテープ30巻入り

断熱ガラスコート用プライマー　１L

ガラス油膜取り　1㎏

専用剥離剤　１L



加盟方法

項目
HOTガード

18万円

HOTガード研修販売店

38万円

冷暖シールドマイスター店

50万円/80万円

HOTガードH-SP 〇 〇 〇

HOTガード卸販売 なし 〇 〇

冷暖ガラスシールド なし なし 〇

DIYサポート商品

DIYサポートプラン商品
なし なし 〇

エリアフリー HOTガード HOTガード
HOTガード

DIYサポート商品

施工価格フリー HOTガード HOTガード
HOTガード

DIYサポート商品

施工価格統一 なし なし
冷暖ガラスシールド

指定商品

エリア・年間サポート費(更新費) なし なし
人口10万人1店・年間10万円

人口30万人1店・年間20万円

政令都市

エリア・年間サポート費(更新費)
なし なし

人口20万人1店・年間10万円

人口50万人1店・年間20万円

WEBにエリア店登録 なし なし 〇

エリア店名刺仕様 なし なし 〇

販促物エリア店名使用 なし なし 〇

施工人工協力(3マイスター) なし なし 〇

推進サポーター施工紹介 なし なし 〇

輻射冷暖房シアー取扱 なし なし 〇

加盟・取扱条件



冷暖シールドマイスター店加盟の流れについて
1、加盟手続き
①50万円又は80万円に加盟する旨,スケッチ又は、開発店に連絡します。
②、スケッチから契約書２部を送付されますので、内容を確認し、不明な点は、問い合わせ、十分確認のうえ各２部に記入・捺印して
ご返送してください。
③契約書記載の指定銀行口座に、55万円又は88万円の振込みを行います。
振込手数料は振込側の負担となります。スケッチとの直接の契約の場合は、以下振込先となります。
開発代理店との契約の場合は、開発代理店の指定口座へお振込み下さい。

■振込先 みずほ銀行 浅草橋支店（普通）Ｎo 8059674 株式会社スケッチ

２、加盟後の流れ
① 購入された初回セット分の内訳及び納品 ・初回契約時セット
契約後、1ヶ月以内の納品となります。納品されたら商品の確認を行ってください。
② ご不明な点は、お問い合わせ下さい。 TEL：０３-５８２5－6503
Ⅲ1回の研修実施
・ 開催場所：貴社事務所または指定場所
・研修日時：要相談 時間：午後１３時～午後１７時まで 参加人数：3名まで
・研修内容：商品知識と施工研修

商品の注文方法について
①どのように商品は発注したらいいですか？
回答：貴社様の販売条件表をご覧頂き、御社書式の注文書・スケッチまでファックスにてご注文下さい。
※ＦＡＸ番号：０３‐５８２５‐６５０４

②注文した商品の支払い方法は？
回答：取扱商品は、10万円以上は、注文時現金。以下は、月末締め翌25日支払いになります。
振込先は以下になります。尚、振込み手数料は貴社負担となります。

■振込先
みずほ銀行 浅草橋支店 （普通） Ｎo 8059674 (株)スケッチ

加盟方法

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

スケッチWEB 物販向け案内



https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/

やすくて、簡単、後施工、窓ガラスの遮熱、断熱、UVカット対策なら

HOTガードH-SPのPROサポートプラン
冷暖ガラスシールドの責任施工プラン

A,下図の資源エネルギー庁の資料からわかるように、快適な省エネリフォームで
一番重要なポイントが窓の断熱対策になっています。
快適にリノベーションするなら、窓の断熱対策を忘れずに対策してください。

Q,省エネリフォームで窓ガラスの遮熱、断熱対策が一番のポイントなの
をご存知でしたか？

左のページの資源エネルギー庁の図でもわかるように、一番のポイントは窓の断熱対策を
することで省エネにも健康対策にもなることが分かります。
一般的に、窓の断熱対策で一番知られているのはLOW-Eペアガラスとノーマルペアガラス
です。LOW-Eガラスは夏の遮熱対策、冬の断熱対策のWの効果がありますがコスト的に
1㎡4万円前後のコスト面が大きな問題です。
ノーマルペアガラスは、冬の断熱対策には効果的ですが、夏の遮熱対策にはほとんど効果
がありません。ほかに遮熱フィルムと遮熱ガラスコートがありますが、遮熱ガラスコートは、
あまり知られていません。
今回お勧めする窓断熱ガラスコートは、夏の遮熱性能はLOW-Eガラスより高い商品です。

快適な住環境で一番のポイントは、窓の断熱対策

経済産業省HPから

窓からの熱の出入りが建物で一番大きいため、省エネリフォームを実施する際には、窓の遮熱
性能や日射遮蔽性能を向上させることが重要です。
窓の遮熱性能をを向上させるためには、ガラスを単版ガラスから複層ガラスなど熱を伝えにく
いものにすることや、サッシをアルミ製から樹脂製や木製などにすることが効果的です。
複層ガラス＝ペアガラスは2枚のガラスの間に空気を閉じめることによって断熱性能を高めた
ガラスです。単版ガラスの約2倍の断熱性能を持っているため、窓から出入りする熱のロスを防
ぐことが可能です。
太陽からの日射熱の大部分73％は、窓から侵入するため、窓の日射性能の向上が重要です。
日射熱の侵入を防ぐとともに断熱性能を一層向上させるため、片側のガラスの表面に金属膜
コーティングをした低放射＝LOW-Eペアガラスと呼ばれるものが使われる場合もあります。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/


窓の断熱・遮熱「冷暖ガラスシールド」とは、どんな商品ですか

窓からの熱の出入りを制御する遮熱・断熱・UVカット 窓ガラス用コーティング

夏の場合 冬の場合紫外線

可視光線

赤外線
＝直射熱

赤外線＝暖房熱

涼しい 暖かい

冬
の
結
露
抑
制

夏
の
西
日
対
策

西日改善

99%以上カット

80％以上
近赤外線カット

遮熱・断熱効果で
空調負荷軽減

省エネ25%
有害紫外線

紫外線

夏のじりじり暑さ

西日対策

遮熱

冬の暖房熱

熱逃げ抑制

断熱 結露
10年再施工保証

安心

（※ISO9050基準）

50%抑制

水ダレ防止 （※室内側施工時）

西日改善

出典：省エネルギーセンター推計

夏

冷房時に熱が入ってくる割合

冬

外壁

換気

床

暖房時に熱が逃げる割合

窓
53％

窓
７3％

外壁7％

屋根
11％

換気口6％



出典；資源エネルギー庁2017年家庭の省エネ徹底ガイド

A,下図の資源エネルギー庁の資料からわかるように、快適な省エネリフォームで一番重要な
ポイントが窓の断熱対策になっています。
快適にリノベーションするなら、窓の断熱対策を忘れずに対策してください。

Q,省エネリフォームで窓ガラスの遮熱、断熱対策が一番のポイントなの
をご存知でしたか？

上の資源エネルギー庁の資料からもわかる通り
建物の熱の出入りは、夏は73%が窓から太陽熱が入ってきます。
冷房効率は窓ガラスの遮熱、断熱対策が省エネ対策に最も有効
です。

快適な住環境を作るポイントとして窓ガラスの断熱対策が一番重
要です。これは窓ガラス以外は、壁、内装材に断熱材を使っている
ため、断熱機能がありますが、
既存の窓ガラスは遮熱、断熱性能が少ないノーマルガラスが多く
あり、断熱対策する場合は、後付けLOW-Eガラス1㎡4万円前後
で取り付けられています。

窓
７3％

外壁7％

屋根
11％

換気口6％

●窓から冷房時に
外から熱が入ってくる割合

冬は、58%が温かい室内の熱が、冷たい外へ窓から
熱逃げしていきます。

冬は、ガラスのほうが内装材より、熱伝導率が高いため、室内の暖
められた空気は、窓ガラスから、冷たい外へ熱移動していきます。
そのため、窓際が冷え冷えゾーンになり、結露が発生する原因にな
ります。冬場の窓際がいつも冷え冷えなのは、この冷輻射が原因
で、室内の暖房熱が窓ガラスから逃げているからです。
窓ガラスに冷暖ガラスシールドをすることで、赤外線を大幅に吸収
し、室内に再放射するため、部屋から熱逃げが少なくなり、冬場、室
内が温かくなります。結露の発生も50％以上抑制できます。

●暖房時に
窓から熱逃げする割合

上記の通り、既存建物の中で、窓ガラスの断熱対策が一番重要になり、その為、LOW-Eペアガラ
スや遮熱フィルム、断熱、遮熱ガラスコートが採用されています。断熱・遮熱対策がない場合、冷房
の効きが悪くなります。冷房機器の省エネ対策だけでは、節電対策として十分ではありません。
冷房効率アップに重要な窓ガラスの遮熱、断熱コート 「冷暖ガラスシールド」の塗布をセットでお
勧めします。

夏の室内温度を低くする方法として、太陽熱が一番入る窓ガラスに遮熱コートをすることが一番効
果的ですが、夏場の部屋は、暖められた空気が窓に近い天井付近に集中し、冷たい空気が足元の
状態になり、部屋の温度バランスが不均一になっています。

窓ガラスに遮熱ガラスコートをコートすることで冷房の効きが大幅によくなります。省エネ率25％。
室内の温度むらをなくすことにより、冷房の負荷が少なく、省エネになり、また温度むらによる不快
感も少くなります。

窓に遠赤断熱コートをコートすることで、夏の太陽直遮熱を5～10度、室温を2～3度下げ省エネ
率25%以上の効果があります。1回のコートで遮熱フィルムの2倍15年以上の耐候性ありがあり
ます。

Q,夏、冬の室内の熱の移動と対策をご存知ですか

A,夏の遮熱効果の
メカニズム⇒

①熱は暑いところから寒いところへ移動します。熱移動の原理
②外の暑さが冷房の効いた冷たい室内へ入ってきます。

A,冬の断熱効果の
メカニズム⇒

①熱は暑いところから寒いところへ移動します。熱移動の原理
②室内の暖房熱が窓から冷たい外へ熱逃げしていきます。

断熱性能は、熱伝導率をいかに低くするかで決まります。熱は暑いほうから冷たい方へ、必ず伝導
します。冬は、室内が暖房で温かく、外が冷たいため、室内の暖かい空気が、冷たい外に向かって
熱移動していきます。
室内の壁は樹脂塗料または壁紙＝塩ビシートなため、窓ガラスに比べ熱伝導率が低いことから、
必ず、壁よりも、一番熱移動が激しいのが窓ガラスになるため、窓ガラスから熱が逃げやすくなりま
す。以上の理由から窓ガラスの断熱対策が、省エネに一番効果的です。
今回、一番安く費用対効果の高い遮熱、断熱ガラスコートを勧めています。

冬、室内を効率的に暖め、保温、恒温する方法として、遠赤外線塗料を内装材に塗布することも
大きなポイントになります。輻射遠赤冷暖房とセットで使用することで、暖房機器から放射された
遠赤外線が、内壁面の遠赤外線塗料で吸収再放射され、部屋中を放射状態にすることで恒温、
保温効果で、温度むらをなくし、省エネも20％以上期待できます。通常の内壁は、暖房機器から
の遠赤外線を壁面で吸収したまま、再放射が少ないため、保温、恒温効果が大きく減衰してしま
います。今回の室内断熱塗料には、業界最高の98％以上の遠赤外線放射率である角閃石のセ
ラミックを使用した遠赤外線塗料です。
冬は、室内の暖房熱（遠赤外線）を90％以上カットする為、窓から熱逃げするのを防ぎます。日中
に太陽直射熱が室内に入った分の熱量は、 そのまま熱逃げせず、保温効果で室温自体が２～３
度高くなり、暖房設定温度も ２～３度下げることができます。 省エネ効果20～30％の断熱効果
があります。

コートすることにより、塗膜は撥水性が高くなる為、結露発生時の水ダレ抑止効果があります。ま
た塗布したガラス面は吸熱性が高く、ノーマルガラスより保温性が上がる為、結露の発生自体を
遅らせ、結露の引きも早くなります。
＝結露抑制効果50％以上



A,開口部の遮熱、断熱対策で、LOW-Eペアガラスで十分性能があると思っている設計
士の方が多いと思いますが、十分ではありません。1㎡1万円の冷暖ガラスシールドプラス
すると30％以上断熱、遮熱性能が大幅にアップします。

ノーマルガラスに後付けでサッシを1㎡4万円前後で設置工事するケースがありますが、
価格が高いだけではなく、性能も十分ではありません。ノーマルガラスに1㎡1万円で
冷暖ガラスシールドをコートした方がコストも安く大幅に性能アップします。

ペアガラスに冷暖ガラスシールド1㎡1万円でコートすると大幅に性能アップします。

Q,冷暖ガラスシールドによる遮熱、断熱性能のアップをご存知ですか

これは、断熱リフォームにとって、気づき、大きな発見です

リーフォーム時、内窓サッシとのコスト比較

Q,窓の断熱対策は、LOW-Eペアガラスが中心と考えていませんか。

A,窓の遮熱・断熱リノベーション商品として以下の対策商品がありますが、HOTガードH-
SPがコスト的にも性能的にも最適です。コート前ガラスとコート後ガラスの光学特性＝赤
外線カット率、UVカット率、可視光透過率測定器がその場で確認することができます。
特に既存建物の場合は簡単に後施工ができます。特に輻射冷暖房シアーとの遠赤効果
での相乗効果は、さらに冷暖機能をアップさせます。

窓の遮熱・断熱リノベーション 省エネ対策商品比較

⑴Low-Eペアガラス 大判
入替え ￥45,000/㎡～

⑵内窓サッシLow-E
￥40,000/㎡～

⑶遮熱フィルム3mナノ８０
￥15,000/㎡～

⑷他社ガラスコーティング
￥15,000/㎡～

価格は他製品と比べてどれくらいリーズナブル？

床面積 窓面積 内窓サッシ
内窓断熱、遮熱コート

メーカー責任施工

内窓断熱、遮熱コート

PROサポートプラン

10畳

16㎡

8㎡×4万円

32万円
8㎡×12000円

＝9.6万円

8㎡材料代20000円

PROサポート費5万円

＝7万円

12畳

20㎡

10㎡×4万円

40万円
10㎡×12000円

＝12万円

10㎡材料代25000円

PROサポート費5万円

＝7.5万円

30㎡
15㎡×4万円

60万円
15㎡×12000円

＝18万円

15㎡材料代37500円

PROサポート費5万円

＝87500円

40㎡
20㎡×4万円

80万円
20㎡×12000円

＝24万円

20㎡材料代5万円

PROサポート費5万円

＝10万円

内窓サッシ　VS　責任施工価格　VS　PROサポートプラン

8㎡

10㎡

15㎡

20㎡

光学特性 3㎜ノーマル単板ガラス
3㎜ノーマル単板ガラス

＋冷暖ガラスシールド
20㎡施工時のコスト

UVカット率 13% 99% 後付けLOW-E・80万円に対し

赤外線カット率 18% 90%

可視光透過率 90% 72%

光学特性 3－6－3ノーマルペアガラス
3－6－3ノーマルペアガラス

＋冷暖ガラスシールド
20㎡施工時のコスト

UVカット率 24% 99% 後付けLOW-E・80万円に対し

赤外線カット率 33% 90%

可視光透過率 80% 70%

光学特性
3－6－3LOE-Wペアガラス

旭硝子;サンバランス

3－6－3LOW-Eペアガラス

旭硝子;サンバランス

＋冷暖ガラスシールド

20㎡施工時のコスト

UVカット率 72% 99% LOW-Eガラス・80万円に対し

赤外線カット率 69% 96%

可視光透過率 76% 62%

既存LOW-Eガラスプラス

冷暖ガラスシールド

20万円

ノーマルガラスにプラス

冷暖ガラスシールド

20万円

ペアガラスにプラス

冷暖ガラスシールド

20万円

3種類のガラスの性能と＋冷暖ガラスシールドをコートした性能アップ値



窓ガラスの遮熱、断熱、UVカットコートのことをご存知ですか？

建物の熱の出入りは、夏は71%が窓から太陽熱が入ってきます。冬は、48%が温かい室
内の熱が、冷たい外へ窓から熱逃げしていきます。これは窓ガラス以外は、壁、内装材に
断熱材を使っているため、断熱機能がありますが、
既存の窓ガラスは遮熱、断熱性能がほとんどないノーマルガラスがほとんどです。その為
、後付けLOW-Eガラス1㎡4万円前後で取り付けられています。
(近頃は断熱性能の高いLOW-Eペアガラスが新築に採用されています。)

リビングの窓ガラスは8㎡前後の面積が多く、断熱ガラスコートは、1日の施工で予算的
にも10万円前後と安く、機能的にも遮熱フィルムや後付けLOW-Eガラス(8㎡32万円前
後)に負けません。夏の太陽直遮熱を5～10度、室温を
2～3度下げ省エネ率25%以上の効果があります。冬は、窓からの熱逃げを大幅に少なく
し、暖房の効きを良くしてくれます。結露を50%以上抑制し、結露からくるカビの発生も抑
制できます。1回のコートで遮熱フィルムの2倍
15年以上の耐候性ありがあります。ぜひご採用ください。

冷暖ガラスシールド

■高性能遮熱フィルム対抗商品

遮熱・断熱効果で

空調負荷軽減

省エネ25%

有害紫外線

紫外線

夏のじりじり暑さ

西日対策

遮熱

冬の暖房熱

熱逃げ抑制

断熱

結露

10年再施工保証

安心

（※ISO9050基準）

50%抑制

水ダレ防止

（※室内側施工時）

既存の窓ガラスの遮熱、断熱、UVカット、結露対策コート

1.冷房の効きが悪い、窓からの熱が入って熱い。
2.冬場窓からの熱逃げで暖房の効きが悪い、窓際が冷え冷えで寒いのを解決したい。
3. 窓から入ってくる有害紫外線対策をしたい。
4. 結露を抑制したい。
5.床暖房セットの問題点を解決したい。
6.輻射冷暖房の効きを良くしたい。
7.省エネ、節電をしたい。

冷暖ガラスシールドを内窓にコートするだけで、以下の問題が解決できます。



一般社団法人 省エネ・健康推進協議会 概要

組織名; 一般社団法人 省エネ健康推進協議会

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

事務局；代表理事 島田靖弘
理事、事務局長 高堰督裕
理事、 事務局 南早也人
WEB担当 南優由花
建築設計士窓口 朝倉 浩樹
名古屋支部長 八田広徳

組織；推進パートナー店・・・・商談室コーナー設置のパートナー店
アドバイザー会員 ・・・・・・建築設計士
推進サポーター会員・・・・・トリプル遠赤冷暖システムの普及推進員

活動趣旨；この社団法人は、窓からの遠赤冷暖、輻射冷暖房からの遠赤冷暖、
内装からの遠赤冷暖のダブル、トリプル遠赤冷暖システムを
体感モデルルーム(商談室)を中心に設計建築士と共同で普及推進
していきます。また建物丸ごと、省エネ、問題解決、快適提案をします。

事務局； 朝倉 浩樹

活動趣旨
研修販売サポート店推進部は、新型コロナによる経済停滞を、自社でできることは自
社で省エネや問題解決、合理化ができるよう DIY&PROサポートプランを推進します。
自社社員で施工するDIY&PROサポートプランより、大幅なコストダウンと問題解決
をできるようにすることを目的とする。

活動内容
DIY＆PROサポートプランの普及促進と大幅コストダウンプランや商品情報の受発信
リモート研修による施工技術の習得省エネ対策、合理化対策、健康対策の商品
案内と割引案内。
お家丸ごと問題解決の施工取次も推進します。
自分や自社の社員でできることは自分でやるDIYサポートプランから、、一歩進めて、
施工獲得による兼業ビジネス2マイスター店を推進していきます。

ほかに、快適な遠赤冷暖リノベーション=トリプル冷暖快適リノベーションの案内

http://triple-enseki.net/

会社概要

社名 株式会社節電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
URL https://www.ecoshop-onlineshop.com/

代表取締役 島田靖弘
取締役 高堰督裕
取締役 南早也人

設立 ２００８年９月
資本金 ６００万円
取引銀行 ・三菱東京ＵＦＪ銀行浅草橋支店
事業内容 ・スケッチ日本総販売

・トリプル冷暖快適リノベーションシステム
・エリアPROサポート店の開発と管理
・法人建物の施工管理
・DIYサポートプランの展開。各種販売促進、WEB運営

株式会社節電ECOショップ 概要

会社概要

社名 株式会社スケッチ
代表者 島田靖弘
設立 1989年2月
資本金 5,000万円
所在地 本社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-25-10 チャコペーパー会館3F

TEL 03-5825-6503 FAX 03-5825-6504
取引銀行 ・みずほ銀行浅草橋支店

・三菱東京ＵＦＪ銀行浅草橋支店
事業内容 ・節電ガラスコート 世界販売実績 NO,1メーカーです。(溶剤ベース)

・ガラス・樹脂・ステンレス・外装材・コンクリート・タイル等あらゆる基材に、常温硬化で、
高透明でコートできる世界No,1のナノテク無機バインダーメーカーです。

主要取引先 日本国内；節電ECOショップ加盟店50社及びOEM先20社
海外独占代理店15カ国（アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、
イタリア、台湾、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、フィリピン、ベトナム、スリランカ、
中国1６省、韓国釜山エリア）
販売実績３3カ国（カンボジア、インドネシア、ネパール、インド、パキスタン、UAE、カタール、
アゼルバイジャン、ロシア、スイス、ポーランド、ドイツ、スペイン、リトアニア、南アフリカ、
ブラジル、チリ他）

研修販売サポート店推進部

http://triple-enseki.net/

