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
メーカー・推進本部

メーカー施工統括本部

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

建物丸ごと問題解決；
フリー施工獲得店

断熱ガラスコート専門店
合同施工獲得

研修販売店・ OEM代理店
；各県2～3社
エリアフリー；150万円

冷暖シールドマイスター店。
人口15万人1店
全国統一販促；80万円

一般社団法人
省エネ健康推進協議会

推進サポーター
施工取次

加盟案内
スケッチは、徹底したメーカ合同販促にて展開するエリア代理店・人口15万人1店の冷暖シールドマイスター店と
各県2社、施工価格フリー、エリアフリーで施工獲得又は研修販売する150万円研修販売店の加盟募集を行います。
1、冷暖シールドマイスター店は、業界ＮＯ.1商品；冷暖ガラスシールドの施工専門として、新しく省エネビジネスを扱いたい工務店、塗装店、リフォ
ーム店に最適です。2022年6月より、電気代高騰による省エネ対策提案を最重要ポイントに、窓ガラスの断熱コートを専門に推進する冷暖シール
ドマイスター店を人口15万人毎1店88万円で加盟募集していきます。
全国統一での合同販売促進により、既存建物の省エネ対策で窓断熱が最重であることを告知し、施工獲得につなげていきます。
冷暖シールドマイスター店は、窓断熱専門店としてスタートし、最終トリプル遠赤冷暖システムへとつなげていきます。
節電ECOショップは、チェーン店向け省エネ提案をメインに全国ネットの企業中心にメーカー責任施工の施工獲得を推進します。
冷暖シールドマイスター店の中から法人施工専門の各県2～3店の責任施工協力施工店＝エリアＰＲＯサポート店を組織化し、安心の統一施工料
金を展開します。節電ECOショップと合同で施工獲得を目指したい場合は,ECOショップ認定エリアPROサポート店が最適です。
2、150万円研修販売代理店は、スケッチが扱う建物まるごとSDGSの商品を自社ブランド又は、販売自由で展開したい代理店向けに最適です。
DIYサポートプラン、ＰＲＯサポートプラン、責任施工プランと自由に販売することができます。各県2社・政令都市県3社・東名大は5社。
3、一般社団法人 省エネ健康推進協議会は、省エネ、問題解決したい企業、チェーン店様の決定権者をご紹介できる方の推進サポーター参加を
募集していきます。①窓ガラス省エネプラン、②室外機周辺断熱塗装とまどガラスの省エネプランのダブル省エネプランによる空調費40％削減を
提案していきます。

ナノテクNO.1商品による全国統一ブランディング戦略
商品差別化

脱下請け

エリアNO.1店

ブランド化

高機能・多機能商品

直施工

オンリーワン

メーカー合同販促

他社との差別化が重要
何でも屋、何の特徴もない
店は今後、淘汰される
業界NO.1ナノテクコートを
扱う専門店を目指しましょう

下請けのほとんどが淘汰され
る時代、現場が忙しい、今は食
えてるからと言って、2年先、
5年先に向けて勉強しない方、
下請け施工店は淘汰対象

商品の差別化や情報収集しな
い店、他社と差別化を
打ち出せない店は今後生き
残れない。エリアNO.1店のイ
メージを築きましょう

最新のトレンドや情報を
掴むために、差別化商品を
持っている全国ネット店に
加盟して、合同で販促活動
を展開することがベストです

冷暖シールドマイスター店向け；施工中心会社向き

研修販売店向け・営業力のある会社向き

エリア&価格フリー販売戦略

メーカー合同販売・全国統一ブランド戦略
窓冷暖からトリプル冷暖へ

建物丸ごと問題解決提案店

窓断熱ガラスコート専門店

研修販売店契約150万円；各県２～３店

冷暖シールドマイスター店契約；８０万円；人口１５万人１店

冷暖シールドマイスター店加盟条件
NO

内訳

研修販売店加盟条件‥‥スケッチ代理店契約

数量

冷暖シールドマイスター店

5セット

5セット45万円

商品

No

1セット・販売価格

研修販売店・38万円店
・50万円

1 5 0 万円開発代理店
各県2 店( 政令都市県は3 店)

加盟条件

1 冷暖ガラスシールド
2 光学特性器セット
3 初回販売、施工取扱研修
4 追加現場施工サポート費

1セット

6万円

初
期
セ

1回

4万円

ッ
ト

1回

10万円

6 冷暖ガラスシールド 1㎡１万円施工獲得・貴社用WEB

10万円

18万円

OEM商品・フリー
IRUVシールドSP40㎡セット

18万円

WSガードコートセット1.5万円セット

1.5万円

1

2

HOTガードH－SP1㎏初回セット
HOTガードH－SP1㎏追加液剤セット
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

冷暖遠赤シールド50㎡初回セット
3
冷暖遠赤シールド50㎡追加セット

冷暖シールドマイスター店
18万円
9万円
18万円
10万円
14万円
10万円

8万円
7万円
9万円
8万円
7万円

6万円

初期取扱研修1回、
現場施工指導1回、

初回販売研修1回、4万円
現場施工指導1回、5万円

100万円

0円

20万円

トータル

38万円

120万円

12万円

10万円

貴社販売用WEB制作

追加オプション・38万円研修販売店向け

貴社販売用WEB制作

追加オプション・HOTガード1８万円セット

貴社販売用WEB制作

10万円
10万円

トータル

50万円

150万円

価格

38万店・50万円

150万円

1

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

7万円
6万円

2

IRUVシールド1㎏初回セット
IRUVシールド1㎏追加液剤セット

18万円
10万円

なし

9万円
8万円

3

冷暖遠赤シールド50㎡初回セット
冷暖遠赤シールド50㎡追加セット

14万円
10万円

なし

7万円

4

RM断熱シールド50㎡初回セット
RM断熱シールド50㎡追加セット

14万円
10万円

なし

8万円

5

取扱研修費

3万円＋交通費

3万円＋交通費

3万円＋交通費

6

現場サポート1日

5万円

5万円

5万円

7

油膜取り用パット 5個入り

4000円

4000円

3000円

8

油膜取り用ハードバフ 10個入り

3000円

3000円

2500円

9

油膜取り用ソフトバフ 大判5枚入り

5000円

5000円

4000円

10

ガラスコート用専用ローラー10本入り

5000円

5000円

4000円

11

４ｍｍマスキングテープ30巻入り

1200円

1200円

1000円

12

断熱ガラスコート用プライマー １L

1万円

8000円

6000円

13

ガラス油膜取り 1㎏

1万円

8000円

6000円

14

専用剥離剤 １L

2500円

2500円

2000円

追加注文時条件

10万円

断熱ガラスコート追加商品

1万円×5セット＝5万円
6万円

38万円

NO

NO

9万円×5セット＝45万円

計

80万円

7 追加オプション・HOTガード18万円セット 貴社販売用WEB制作

7万円×5セット＝35万円

年間販促サポート費
追加オプション・HOTガード12000円

トータル

8万円3セット＝24万円

8万円

光学特性器セット
初期取扱研修1回、
現場施工指導2回

1日5万円

5 エリア権及び年間サポート費

一般販売可・フリー
HOTガードH-SP18万円セット

商品

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
メーカー・推進本部

事業の普及促進活動

メーカー施工統括本部

一般社団法人
省エネ・健康推進協議会

チェーン店・法人向け提案

トータルビジネス案内 WEB
省エネガラスコートH－SC
1㎡1万円

遮熱・断熱コート1台6万円＋

省エネガラスコートH－SC
1㎡1万円

施工
紹介

材料販売
建物丸ごと問題解決；フリー施工獲得店

メーカー合同販促；断熱ガラスコート専門店

研修販売店；各県2～3社；150万円

冷暖シールドマイスター店。；人口15万人1店；80万円

HOTガードH-SP/WEB

冷暖ガラスシールドWEB

HOTガードH-SP 1㎡12000円
IRUVシールドSP 1㎡12000円
遮熱・断熱コート1㎡6000円

トリプル遠赤冷暖WEB

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で機器選定

SDGｓ省エネ提案、快適提案、問題解決提案プラン
全国合同販促
窓から省エネ
・快適プラン

断熱・快適リノベ

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
冷暖遠赤シールド

1㎡10000円
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

トリプル省エネプラン
節電チャレンジ50

窓から
省エネプラン
省エネガラスコートH－SC
1㎡10000円

節電・省エネ対策

フリー営業
研修販売店
問題解決
合理化対策

室外機周辺から
省エネプラン
省エネカバーコート
1㎡6000円

窓から省エネ・快適プラン

空調費ダブル省エネプラン
省エネガラスコートH－SC 1㎡1万円
省エネカバーコート 1㎡5000円

省エネガラスコートH－SC1㎡1万円
省エネカバーコート 1㎡6000円
＋R-オプティマイザー1台10万円
室外機ダブル省エネプラン
節電チャレンジ30
省エネカバーコート 1台6万円
＋R-オプティマイザー1台10万円

IRUVシールドSP・クリア 1㎡12000円
HOTガードH-SP
1㎡4500円～1㎡12000円

防さび・断熱コート

ラストシールド＋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

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

冷暖シールドマイスター店向け

窓から始まる新しい省エネ、健康、快適リフォームビジネス提案

②窓から＋内装から冷暖快適リビング冷暖快適リノベーション

①窓から冷暖快適
窓冷暖快適リノベーション

冷暖ガラスシールド＋冷暖遠赤シールド・クリーンエアガードSP

③窓から＋輻射冷暖房からダブル冷暖快適リノベーション

冷暖ガラスシールド＋輻射冷暖房シアー

世界NO,1商品
冷暖ガラスシールド

④窓から＋内装から+輻射冷暖房からトリプル冷暖快適リノベーション

冷暖ガラスシールド＋輻射冷暖房シアー＋冷暖遠赤シールド・クリーンエアガードSP

ナノコーティング剤で問題解決、一社で安心施工＆価格！！

研修販売店向け

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

3、色あせ、紫外線劣化

6、遮熱、断熱

7、錆

4、カビ、藻

8、外装汚れ

TVOC

これまでの業界

これからは、1社で解決

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!！
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

外装の美観維持
防カビ、防錆、防汚

遮熱・断熱塗料

外壁、屋根・屋上の
日射遮熱・断熱・防水
天井、内装の断熱・保温

防さび塗料
防カビ塗料

ガラスコート
後付けサッシ

窓の遮熱・断熱、
UVカット

内装の防カビ、
消臭、抗菌
輻射冷暖房シアー

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

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

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

窓の遮熱・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-SC

補強・補修

防水・補強コート

1、防水、防錆補修コート…セラBジョイント

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・省エネガラスコートH-SC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㎡10000円

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

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

1㎡あたり
施工費込

種 別

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/㎡～

一般法人向け向け
HOTガードH-SP

12,000円/㎡

冷暖ガラスシールド
省エネガラスコートH-SC

防錆、防水・遮熱コート

防錆コート

2、防水、防錆、遮熱コート…ラストシールド
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
からコートできます。

10,000円/㎡
10,000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
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

3、防水、防錆、断熱コート…冷暖省エネシールド
これまでのシーラー、断熱コート2回、トップコートの4工程をプライ
マーなしの断熱コート2回に大幅工程カット。施工人件費を大幅い
ダウン。防水、防さび、断熱機能付きの一発コートで、大幅な施工工
程を減らすことができる業界初のワンステップコートです。
屋上室外機向けにスーパーグラスバリアとセットにした室外機省エ
ネプランを推進。1㎡6000円

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

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

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

省エネダブルプラン…空調費15％～40％削減で３年以内で償却
窓断熱「省エネガラスシールドH-SC」

＋

防さび、遮熱、断熱塗装「遮熱・断熱コート」

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。1㎡5000円

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………・WSガードコート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WSガードコート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‥RS冷暖シールド
今回提案するRS冷暖シールドとは、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、新設は、冷暖シールド2回の工程で対策できます。錆がある
場合は、4種ケレンしてラストシールドの上に2回の冷暖シールドの3工程になります。
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

ソーラーセルフメンテコート・CNT・・帯電防止・超親水防汚コートによる発電効率低下防止コート
6、ソーラーセルフメンテコートCNT
1,解氷促進効果
2,高透明・低屈折・常温速乾
3,ハードコートで耐薬品性アップ
4,強帯電防止機能、ごみの付着防止
5,超親水性セルフクリーニング機能

関係各社

省エネ対策、電気代大幅コストダウン対策の提案

メーカー・推進本部
冷暖シールドマイスター店WEB

スケッチWEB

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

https://www.pro-support.shop/
トリプル遠赤冷暖WEB

冷暖ガラスシールドWEB

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

普及推進本部

メーカー施工統括本部

一般社団法人
省エネ健康推進協議会

(株) 節電ECOショップ

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
組織；推進パートナー店・・・商談室普及推進店
推進サポーター会員・普及推進員、設計士
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
https://www.pro-support.shop/

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

節電ECOショップWEB

http://ecoshop-international.com/

