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旅行や入院、別荘で植栽に水やりができない時に 

                                                                                 タイマーと湿度センサーで自動散水 

新雨水タンクは 雨水を有効に利用するためには、        

タップリの 185L  加圧ポンプがお勧めです。                      湿度 

 【ポンプ仕様】 制御盤  湿度センサー 

【国産品】 寺田製・AC100V ・消費電力 80W 

色はブラウンと緑色有り    

               電磁弁       スプリンクラー    注水ノズル 

   【標準システム】50 ㎡のガーデニング,植栽,家庭菜園の場合 

                                             スプリンクラー2 基、注水ノズル 10 か所 

 水栓 ※渇水で 雨水不足の場合は、水道水に切り替えて使用します。 

給水コック                           フィルター 

バケツやジョウロに汲んで使用。   

 

 

 

 ※植栽の面積、状況によりお見積りいたします。 

 

※散水はホースにて使用 

 

 電磁弁 

 

 雨水で冷却すると 

雨水利用は古くて新しいテーマです。天からの恵みを生活の中で生かす知恵は、 ・古くなったエアコン 

飲料水を植栽の散水や洗車、夏の打ち水などに使用するのはもったいないとい   ・狭い場所の室外機              ミストノズル 

う気持ちに通じます。特に、ガーデニングが盛んな昨今、その水量はバカにな ・複数の室外機設置 (吸込み側に設置) 

りません。雨水タンクは、一度設置すれば永年タダの雨水が勝手に貯まります。   ・日射の強い場所                             熱センサーに   

この雨水を加圧ポンプにより利用すると水道と同様に散水や洗車ができますし     で威力を発揮します。 より温度上昇                                                               

今回、ご紹介のエアコン冷却システムにも利用できます。また、地震や災害に で自動運転 

より水道が断水した場合、非常生活水として役に立ちます。断水で一番困るの   ・渇水等で雨水不足の場合は水道水に切り替えて使用します。 

がトイレの水です。一回の処理に 5～6L の水を使用しますので、備えておきた ・エアコン冷却を 2 台以上実施の場合は雨水タンク 370L が必要。 

い生活用水です。費用対効果としては、水道料金の節水分という計算ですが、  

水道料金は値上げ傾向にあります。豊かな心と安心感も費用対効果の要因にな 

ります。導入ポイントは、地震で転倒しにくいようにしっかり固定することと 

圧力ポンプ導入では、雨水ろ過フィルターを設置することが大切です。 

 

 この夏は美味しい水で乗り切ろう 

  

   稲城市が省エネタウン日本一になるということは、 

どんなイメージでしょうか。再生エネルギーが普及し温暖化 

物質の排出も少なく、災害にも安心、安全な街という感じで 

しょうか。再生エネルギーの王様は光発電でなく太陽熱利用 

と言われています。費用対効果でも超低金利の時代 10%近い 

利回りが得られる（40 万円の投資で年間 5 万円前後のガス代                   定期・随時でお届けいたします。 

を節約）と同時に CO2排出も削減する優れものです。東京都                サーバーレンタル 800 円/月額 8,000 円/年額 

も太陽熱利用機器の普及に力を入れています。現在、全国の                 12L ウォーターボトル   1,400 円/本  

平均普及率が 6%前後ですから稲城市の普及率が 20%になれ                 2 本からのご注文です。今回ご契約で 2 本サービス        

ば間違いなく「省エネタウン日本一」になることができます。                 

大震災でガスが停止しても給湯ができ、非常時の生活水確保                       

にも役立つ太陽熱利用機器ソーラーシステムの普及が夢です。  野村産業㈱住宅機器課                                                              

                                                  042(377)6356 

雨水利用でエコライフ 

新雨水タンク、関連部材、標準設置工事込み 

特 別 価 格        57,000 円(税別)  

2基並列設置 370L大容量タイプ86,000円（税別） 

加圧ポンプで自動給水 

雨水は,植栽の散水,洗車,災害時の断水に大活躍 

加圧ポンプ,部材,工事込み 

特別価格96,000円(税別) 

電気工事及び排水設備費は別途 

制御盤,配水管,他必要部材,標準工事込み 

特別価 78,000 格円(税別) 

自動散水システムには加圧ポンプ設備が必要です。 

太陽の恵みで省エネタウン日本一の夢 

  

東京都が太陽熱利用機器に 

高額補助事業開始 

【事業名】 

家庭におけるエネルギー 

利用高度化推進事業 

【対 象】 

太陽熱利用システム(認定品) 

【補助金】 

導入金額の 1/3上限 24万円 

【期 間】 

平成 32年 3月 31日迄受付 

【申請先】 

東京都地球温暖化防止 

活動推進センター 

 

太陽熱利用ソーラーシステム 

エネワイター 
地元設置実績 NO1 

長府多摩サービス 

特別キャンペーン受付中 
    

エアコンの節電と能力 20～30%ＵＰ 

ミストノズル、関連部材、標準設置工事込み 

特 別 価 格      37,000 円／台(税別)  

加圧ポンプが必要です。ポンプから配管距離 5m 以内 

雨水利用での費用対効果と導入ポイント 
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 熊本地震では、家具や家電製品の転倒  想定されている首都圏直下地震や南海トラフ大地震では、被害規 

などで多くの犠牲者が発生しました。   模が甚大だけに救援物資が届くのは 1 週間以上といわれています。 

首都直下地震や南海トラフ地震の発生が  自助努力と地元地域の共助しか道はありません。何を備蓄しどう 

 叫ばれている昨今、地震対策は、確実に  維持していけば良いのかについて考察します。 

 実施しておきたいテーマです。 【食料と飲料水は 1 週間分が目安】 

 非常用食品としていろいろと出回 

 わっていますが、普段食べている 

【間違いやすい家具固定事例と室内対策】 物の中で比較的賞味期間の長い物 

1, 背の高いタンスなどを突っ張り棒で を選んで、消化しながら買い換え 

固定する場合、天井強度の無い部分                 ていくことも対策です。缶詰類は 

  には設置できません。 種類が豊富ですし賞味期限が 3 年 

2, Ｌ型地震金具で食器棚や本棚を固定 となっていても長期間、常温保存ができるといわれていますので 

  する場合、壁の間柱でない石膏ボー お勧めです。ごはんや魚、肉、野菜、果物など多種多様にありま 

ドに固定しても強度不足になります。                すので、家族が美味しく、栄養バランスの良い物を備蓄するのが 

3, 食器棚や本棚で収納されている食器                  理想です。乾麺やレトルト食品やフリーズドライ食品なども冷蔵 

や本が飛び出さいように扉のストッ 保存が必要なく便利です。飲料水は 2L ペットボトルが 6 本／箱 

  パーを付ける必要があります。 で売り出されていますので、家族一人当たり 1 週間分として 2 箱 

4, 食器棚のガラスや出入り口ドアのガラス、窓のガラスに飛散防止フィル ／24L を備蓄し古い順に飲料して補充するのが良いでしょう。 

  ムを貼り、けが等の予防対策が必要です。日射対策の物もあります。  電気や水道、都市ガスの供給も停止しますので調理用としてカセ 

5, 寝室には転倒しやすい家具や本棚は置かないか、確実に固定します。   ットコンロや開放型ストーブなどを準備されていると安心です。 

  地震対策が分からない出来ない方に助言や家具、本棚の固定、火災防止 非常備蓄食品と飲料水でご家族の状況に合わせてセットしたもの  

  器具などの取り付けを行っています。【地震対策小冊子を無料進呈中】  を提案し定期的に宅配するサービスを行っています。 

 

 

 

 

  結露は冬期シーズンだけで  あります。天井裏や床下にも  発生してきたら壁内を調べて 

 はありません。最近の住宅で 温度差があると結露は発生し  断熱材とカビ処理、木部腐朽 

は夏型結露での健康被害が増  ます。戸建てやマンションの   箇所の改修対策が必要です。  

 えています。夏型結露は別名    地下室も結露問題は深刻です。 

 壁体内結露とも言います。   対策は部屋間温度差を無くす 

 湿度が高い関東、関西、九州  ことですが、全館を冷房する 

 等で梅雨から暑い時期に発生  のは困難ですので、きるだけ 

 します。原因は冷房です。 換気する事と壁表にカビが 

 冷房する部屋としない部屋の 

 間仕切り壁内や外気との外壁 結露とカビ、雨漏り診断士 

 内に発生します。目に見えな が、調査診断と対策提案を 

 い場所だけに結露による木部                  いたします。<基本無料>  

 腐れやカビの発生が深刻です。 悩まずご相談ください。 

 カビが繁殖して人体にアレル 

 ギー症状を引き起こすことも 

 
                   
       
 床暖房・まどりーどメーカー      ソーラーシステム・システムバス 

  住まいや暮らしでお困りのこと、改善したいことをご相談下さい。    株式会社 エコミナミ      長府多摩サービス 
経験豊富で多岐にわたるグループ専門スタッフがコンシェルジュ 防災備蓄サービス・防犯・通信設備   結露・断熱・雨漏れ診断、改修施工 

の精神で親身に対応します。 ㈱スカイテクノサービス    (有)システック・シマ 
    ご相談事例 ガス給湯器、リフォーム・水回り設備  外壁塗装、遮熱塗装、屋上防水 

    〇 住宅の設備機器のトラブルや改善に関して 野村産業㈱住宅機器課       塗 装 の サ カ イ 
     〇 燃費や電気料金の削減など省エネ対策 
    〇 住まいの結露、カビ、断熱、雨漏れの調査対策 

〇 地震対策での耐震診断や家具の固定、電気火災の対策 お問い合わせ、お申込みは、 
    〇 増築、改築、水回りの改修リフォーム相談 
    〇 外壁塗装、防水、屋根の調査診断対策                        ＪｕＫｅｎサービス 電話番号０４２（３７９）９４４４ 
       〇 雨水利用施設の改修、新設の相談                                  

〇 防災備蓄、防犯カメラ、通信設備、                                                  F A X  ０４２（３７９）９４４５ 
〇 介護用品、介護機器、見守りシステム E-mail   ju.ken.1212@gmail.com 

http:// www.juken.or.jp 

       その他ご用命を頂けば対応いたします。 一般社団法人住環境創造研究所 

206-0812東京都稲城市矢野口 786-1 
健康 環境 省エネ              野村産業ビル 301 

地震対策その１  
間違いやすい家具固定や室内の備え 

地震対策その２  
非常用備蓄の問題と対策 

 
増えている夏型結露とカビ、その原因と対策  

 

住宅コンシェルジュを目指すＪｕＫｅｎサービス 

岩盤温熱ベッド 

サイズ：1,950×900×60 ㎜ 
重 量： 40kg（岩盤石除く） 

岩盤石 

サイズ：350×350×18

㎜ 

ダークブラウン 

ナチュラル 

JuKen パートナーズグループ 

蒸し暑い夏を快適に 
ハニカム3Dエアマット特価  
        敷布、ベット用 

         サイズ    特 価 

735×1,900    7,900円 

  Ｗ マット仕上げ 1,200×1,850   16,500円 

                   ノンスリップ加工済 

        イス・ドライバーシート用 

           450×450×2枚連結 

         バックル付   2,900円 

         足が蒸れない、疲れない 

       冬は暖かい不思議なインソール 

       サイズは 30,27,24㎝があります。 

        左右セット 1組  400円 

 ※ 上記商品の送料と消費税は別途です。 

 ※ 稲城市内はお届け無料です。 
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