ダイキン

ｴｺｷｭｰﾄ EQ37MFCV

希望小売価格 815,850円
（税込）

従来型給湯器各種とエコキュートの比較
スリム型 フルオートタイプ
３７０Ｌ
●かしこい湯量設定で節約
●スイッチひとつでお湯はり完了
●保温・たし湯も全自動
●２ヶ所同時給湯も快適
●ﾀﾞｲｷﾝｺﾚｸﾄｾﾝﾀｰ 24 時間 365 日対応
※希望小売価格は本体＋
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾘﾓｺﾝ＋脚部ｶﾊﾞｰの合計

INAX

水栓 ｷｯﾁﾝ節湯水栓 JF-6450SX(JW)

ガス給湯器→エコキュートに交換
CO2削減：444kg/年

希望小売価格 55,440円
（税込）

INAX

トイレ アステオ

シングルレバー水栓と節湯水栓の比較
オールインワン浄水栓 Ｓタイプ
●従来のシャワーに比べて洗浄に
適した勢いのあるシャワー
●水流が細かく水ハネも少なく
なり、従来の水栓に比べ
約２５％節水が可能
●高性能浄水カートリッジ内蔵、
ハンドシャワー付の多機能水栓

14年前のトイレと最新節水トイレの比較

CO2削減：74kg/年
年間上下水道代＋ガス代比較
約

8,200 円/年
の節約

32,800 円/年

約

年間上下水道代比較
約
約

従来のシングルレバー混合
栓

約

4人家族 回数：大1回／１人・1日 小3回／1人・1日 使用日数：365日 上下水道料金：265円／㎥として算出していま
す。 ※エコポイント発行条件：平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、
「窓の断熱改
修」
や
「外壁、
屋根・天井又は床の断熱改修」
と節水型トイレの設置工事を一体的に行った場合

JF-6450SX

CSシリーズ

12,000 円/年
の節約

20,119 円/年

20000点

【試算条件】
2.1kgｰCO2/㎥

約60％節水
CO2削減：26kg/年

24,600 円/年

【試算条件】
一般的なシングルレバー水栓：整流吐水6L/分に対して最適水量約5L/分として算出。
上下水道料金 265円/㎥、
都市ガス料金 165円/㎥、
CO2排出係数：水道 0.5kgｰCO2/㎥、
都市ガス
として試算 。

希望小売価格 236,250円
（税込）

アステオ Ａ５グレード 手洗付
大６ℓ 小５ℓ
●世界最小スリムボディ
●電動お掃除リフトアップ
● W パワー脱臭＋ターボ脱臭
●汚れサッとひと拭ききれい便座
● 5 年保証サービス

約25％節水 約25％節ガス

約

D-385GSU

8,119 円/年

最新節水トイレ

C720(1997年）

【試算条件】
※上記試算は機器性能・ランニングコストを保証するものではありません。
お住まいの地域により光熱費は異なります。
ランニングコストは給水温度や給湯使用量等により変化
いたしますのであくまでも目安としてお考えください。
基準給水温度：社団法人ソーラーシステム振興協会の2008ソーラーシステムデータブック月平均給水温度。
JRA4050：
2007Rの年間給湯効率に基づき、ランニングコストを試算。
給湯負荷：財団法人建築環境・省エネルギー機構が定めた規格、
IBEC‐Lモード
（421L：43℃換算）
の湯量で試算。年間消
費電力量には、追いだきと凍結防止ヒーターに係る消費電力及び基本料金が含まれておりません。
電気料金：22円/kWh 家庭電気製品公正取引協議会より。
都市ガス料金：165円/
㎥ ガス事業便覧より。灯油料金：75.6円/L 石油情報センター民生用灯油配達価格全国平均データに基づき、
平成21年10月から過去1年間の平均値を算出。CO2排出量計算：経済
産業省・環境省公表(平成20年12月）
「平成19年度の電気事業者別排出係数」
を元に算出。
東京電力
「電化上手」
夜間時間9.17円/kWhにて試算。

パナソニック 食器洗い乾燥機 卓上型 NP-TM3

希望小売価格 74,800円
（税込）

東芝

エアコン 大清快 RAS-221JR(W)

手洗いと食器洗い乾燥機の比較
●８０度すすぎモードで、
しっかり洗えて清潔
●食後の片付け軽減に加え、
手洗いの約８分の１に節水
●隅々まで水流が届く独自の
ブーメランノズルで、
しっかり洗浄

ガス給湯器に比べ年間光熱費
約66,719円の節約

80,619 円/年
40,000 円/年

石油給湯器に比べ年間光熱費
約26,100円の節約

49,900 円/年

ガス給湯器

石油給湯器

電気温水器

CO2削減：101kg/年
年間上下水道・電気・ガス・洗剤代比較

約

電気温水器に比べ年間光熱費
約36,000円の節約

26,280 円/年

約514kWh/年節電
CO2削減：218kg/年
年間電気代比較
約

の節約

51,317 円/年
約

【試算条件】

13,900 円/年

2011 年ﾓﾃﾞﾙ２ . ２ kW ６〜９畳
●スリムなボディでプラズマ空清
搭載。機能充実のエアコン！
●部屋の明るさをサーチし、
暗くなったら自動で弱く調節
●プラズマ空精で、空気キレイ
お肌うるおう

使用水量約1/8に節水

約

・食器洗い乾燥機使用湯量11L/回×3回で算出
（ダブルセンサー制御運転しない場合：使用水量約11Ｌ、
消費電力約
760ｗｈ、
ランニングコスト24円）
。
・手洗い使用湯量72.8Ｌ/回×3回で算出。
・上下水道料金：265円/㎥、
電気料金：22
円/kWh、
都市ガス料金：165円/㎥、
洗剤代：0.89円/ｇで計算。
・CO2排出原単位は、
水：0.58kg/㎥、
電気：0.425kg/kWh、
都市ガス：2.1kg/㎥で計算。

参考価格 262,500円
（税込）

15年以上前のエアコンと最新エアコンの比較

約

25,037 円/年

手洗いとして計算

NP-TM3

約

・日本工業規格JIS C 9612に基づく、
18時間(6：00〜24：00)使用時の算出結果です。
・年間消費電力量（kWh/年）は一
定の条件のもとに運転した時の試算値です。
・年間消費電力量に電気料金目安単価22円／kWh(税込) を乗じて算
出した金額です。
電気料金は、
(社)全国家庭電気製品公正取引協議会新電気料金目安単価を引用しています。各ご
家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。
CO2排出量計算：東京電力0.425kg/kWh 経済産業省・環境省
公表(平成20年12月）
「平成19年度の電気事業者別排出係数」
を元に算出しております。

1994年以前の製品

エコキュート

現在の光熱費 → 233,718 円 / 年

132,142 円 / 年

商品総額

−
希望小売価格 367,500円（税込）

1,342 kg/ 年

11年前のガスコンロとＩＨの比較
ビルトイン型３口 幅７５ｃｍ
ウォームシルバー
●業界初｢ふきこぼれ｣｢こげつき｣
お知らせ機能搭載
●全ての鍋に対応のﾀﾞﾌﾞﾙｵｰﾙﾒﾀﾙ
●光火力センサーで｢安定した
高火力｣｢予熱おまかせ機能｣
｢光・揚げ物温度調節｣
●見やすい天面操作・音声ｶﾞｲﾄﾞ

パワフル＆高効率
手洗い

年間光熱費比較
ガスコンロ

の節約
約

20,833 円/年

【試算条件】
ガスコンロ

3.65%（4 〜 6 月）

支払期間

2011 年 6 月 〜 2021 年 5 月

1,812,340 円

毎月支払額

支払回数

光熱費

光熱費

132,142 円 / 年

132,142 円 / 年

削減

削減

120 回（10 年） 支払総額

2,165,813 円

18,049 円

( 最終回 2021 年 05 月：

17,982 円）

0円

( 最終回 2020 年 12 月：

0 円）

ボーナス月加算額

※ 実質年率は 4 半期ごとに更新されます（4 〜 6 月は 3.65% で試算）。金利については、金利情勢
により変動しますので、ご提案月内でのお申込み分が適用の対象となります。
※ 商品の希望小売価格・参考価格の合計金額に対し、頭金なし、ﾎﾞｰﾅｽ加算支払なし、120 回払い
の場合で試算しています。 試算には工事費・材料費・その他光熱費は含んでおりません。ボー
ナス加算お支払額はボーナス指定月及びお支払開始月によって異なります。
※ 試算結果には若干誤差が発生することがございます。

エコ商品に切り替えた
場合の平均光熱費 / 月

光熱費削減額 / 月

19,477 円

8,465 円

11,012 円

ローン金額 / 月

光熱費削減額 / 月

実質負担 / 月

17,982 円
月々約

11,012 円
6,970 円
6,970 円で最新の省エネ機器に切り替えられます

水栓金具
トイレ
エアコン

約
・ガスコンロ：ガス代コンロ部20,062円/年、
グリル部771円/年、
年間CO2排出量：1,798kWh
・ＩＨクッキングヒーター：電気代はIH光熱費を約1,100円/月として試算しています
（JEMA）

7,633 円/年

実質年率

0円

今までの平均光熱費 / 月

CO2削減：479kg/年

約

1,812,340 円

頭金
借入金額

パナソニック IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ ﾋﾞﾙﾄｲﾝ3口 75㎝ KZ-JT75MS

お問合せは・・・

食器洗い乾燥機

13,200 円/年

IH クッキングヒーター
給湯器

水栓金具
トイレ
エアコン
給湯器

削減後の光熱費

旧商品
光熱費合計金額
233,718 円 / 年

エコ商品
光熱費合計金額
101,576 円 / 年

太陽光発電導入
削減後の光熱費
101,576 円 / 年

KZ-JT75MS

（某メーカー1999年の製品）

の節約

28,030 円/年

【試算条件】

株式会社

ビックステイション

〒 362-0051 埼玉県上尾市地頭方 441-7
TEL ： 0120-389-223
FAX： 048-726-0364
URL.http://syuuri.vic-station.com/

11,310 円/年
16,720 円/年
RAS-221JR

