平成３０年１月２３日
各位
ダイダン株式会社

ダイダン九州支社・スマートエネルギーラボ（エネフィス九州）
「第7回サステナブル建築賞」において（一財）建築環境・省エネルギー機構
理事長賞を受賞
ダイダン株式会社（本店：大阪市西区、代表取締役社長：北野晶平、証券コード：1980）
が、平成28年5月に完成させた「ダイダン九州支社・スマートエネルギーラボ」（通称：エ
ネフィス九州®）は、（一財）建築環境・省エネルギー機構が主催する『第7回サステナブ
ル建築賞』において、（一財）建築環境・省エネルギー機構理事長賞の【中・小規模建築
部門】を受賞し、1月23日の表彰式で作品発表を行いました。
環境負荷低減および省エネルギーの成果が顕著であり、さらに竣工後の運用段階におい
ても、居住者と設計者、施工者が定期的に運用改善、快適性の向上に努めたことが評価さ
れました。なお、このエネフィス九州は、「BELS ５☆」(*1)「建築物省エネ法の省エネ基
準適合認定第１号（福岡市）」(*２)に続き、「CASBEE®」（建築物総合環境性能評価システ
ム）認証制度(*３)で最高ランクのSランクも取得（CASBEE－建築（新築））しております。

「ダイダン九州支社・スマートエネルギーラボ（エネフィス九州）」
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(*1)

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）とは、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会による、
建物の省エネルギー性能の表示制度です。
(*2)
建築物省エネ法の省エネ基準適合認定とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建
築物省エネ法）第36条にもとづく、省エネ基準への適合認定制度です。
(*3)
CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）とは、一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構に
よる建築物の環境性能評価制度で、
「S」を最高とし「A」
「B＋」
「B－」
「C」ランクが付与されます。

（一財）建築環境・省エネルギー機構の主催する「サステナブル建築賞」は、二年に一
回実施されており、“環境の価値を重視し、居住環境の豊かさを維持ながら、省エネルギ
ーと環境負荷低減により、サステナブル社会の実現に貢献する優れた建築物を顕彰”する
ことで技術の向上と普及を目的としています。また、建築主、設計者及び施工者の三者が
協力し、建築時のみならず運用時においても環境負荷低減、省エネルギー性能と快適性の
向上に努めていることも重要な評価項目となっております。国土交通大臣賞および（一財）
建築環境・省エネルギー機構理事長賞に【大規模建築部門】、【中・小規模建築部門】それ
ぞれ1点が選出されます。また、審査員奨励賞として、複数点選出されています。
今回、エネフィス九州は、
建築主：ダイダン株式会社
設計者：ダイダン株式会社、株式会社NTTファシリティーズ
施工者：ダイダン株式会社
と株式会社NTTファシリティーズと共同で受賞しています。このサステナブル建築賞にお
いて建築主、設計者としての理事長賞以上の受賞は、建築設備会社では初めてとなります。
エネフィス九州に導入された主な省エネルギー技術は、以下となります。
・太陽光発電で得られた直流電力の交流変換ロスを抑制する「直流給電システム」
・省エネルギー性に優れる「地中採熱」と「躯体蓄熱」によりピーク熱負荷を抑制
・
「膜ルーバー」や「緑化壁」により外皮負荷を低減し、熱源機器をダウンサイジング
実績として、一次エネルギー消費量を基準値に比べ53％削減し、ZEB Readyを達成しま
した。
さらに継続的に執務者への調査と環境改善を行い、満足度も向上しています。具体的に
は、温熱環境を逐次測定および記録し、快適範囲内にあることを確認し、季節ごとには執
務者にアンケートを募り、環境に関する不満を抽出して改善（A1図面が見やすいように配
光角の広いタスク照明に一部変更）しております。
ダイダンは、今後もZEB化技術の実証・実験を継続して行ない、ZEBリーディングオー
ナーとして情報発信を続けるとともに、ZEBプランナーとしてお客様の必要とする最適な
環境を提案し、構築してまいります。
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■エネフィス九州 建物概要
（１）所 在 地：福岡市中央区警固三丁目１番２４号
（２）規

模：敷地面積＝760㎡、延床面積＝1,384㎡

（３）構

造：Ｓ造、地下１階・地上３階

（４）設

計：NTTファシリティーズ株式会社、ダイダン株式会社
以上

【お問合せ先】ダイダン株式会社業務本部広報部

伊藤

〒102-8175 東京都千代田区富士見２－１５－１０
Tel.: 03-3261-8231 E-mail: itoshuichi@daidan.co.jp
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Ū םʩᡫٻᐫចȷȷȷȷȷᢿᧉƝƱƴᲫໜ
Ū ɟᝠᲣሰؾȷႾǨȍȫǮȸೞನ
ྸʙᧈចȷȷȷȷȷȷȷᢿᧉƝƱƴᲫໜ
ૠໜ
Ū ݙ௹ۀՃ˟ڜѕចȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ

૰Ʒ੩ЈέȷբƍӳǘƤέ
ɟᝠᲣሰؾȷႾǨȍȫǮȸೞನ
ǵǹȆȊȖȫሰច ʙѦޅ
Ƅ102-0083
ிʮᣃҘˊဋғထ3-5-1 μσᡲȓȫထ
TEL:03-3222-6727
FAX:03-3222-6696
țȸȠȚȸǸ
http://www.ibec.or.jp/
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ႾỺἽἀὊὉؾᒵ˯ถỆΟủẺሰཋỉѪᨼ

ᇹᾆׅἇἋἘἜἨἽሰច Ѫᨼᙲ
ྶעภଡ଼҄ሁؾբ᫆ƸŴʴƴƱƬƯஇǋٻƖƳᛢ᫆ƷƻƱƭưƋǓŴᐯؾȷဃؾǛ̬μƠŴ
ǵǹȆȊȖȫᅈ˟Ǜ࢟ƢǔƜƱƕࢍƘ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ
ƜƷǑƏƳཞඞɦƴƓƍƯŴሰЎưƸŴǨȍȫǮȸෞᝲǍؾᒵǛ˯ถƢǔ
˰ܡȷሰƷૢͳȷ୍ӏǛᡶǊǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ᲢɟᝠᲣሰؾȷႾǨȍȫǮȸೞನưƸŴؾƷ̖͌ǛᙻƠŴ˰އؾƷᝅƔƞǛዜਤƠƳƕǒŴ
ႾǨȍȫǮȸƱؾᒵ˯ถƴǑǓŴǵǹȆȊȖȫᅈ˟ƷܱྵƴᝡྂƢǔΟǕƨሰཋǛ
᫋ࢧƢǔƨǊƴŴƜƷࡇŴᇹᲱׅǵǹȆȊȖȫሰចƷͅᙀ˺ԼƷπѪǛƠǇƢŵ
ٶƘƷ૾ŷƷƝࣖѪǛƓࢳƪƠƯƓǓǇƢŵ
ᾀώႸႎ
ἇἋἘἜἨἽሰចỊẆሰཋểẲềΟủẺ˺ԼỂẝỦểểờỆẆሰɼẆ
ᚨᚘᎍӏỎᎍỉɤᎍỉңщỆợụẆૼሰὉفોሰሁỆấẟềẆؾ
ᒵ˯ถẆႾᵡᵭᵐẆႾỺἽἀὊỆ᫋ᓸễௐửɥậẆẸỉ୍ӏјௐầࢳ
ẰủỦέݰႎễἇἋἘἜἨἽሰཋử᫋ࢧẴỦẮểỆợẾềẆẸủỤỆ᧙Ẵ
ỦᚨᚘẆӏỎᢃဇሥྸ২ᘐሁỉӼɥể୍ӏửụẆἇἋἘἜἨἽᅈ˟
ỉನሰỆ݃ɨẴỦẮểửႸႎểẲộẴẇ

ᾁώݣᝋሰཋ
ݣᝋểễỦሰཋỊẆ˰ܡửᨊẪሰཋỂẆଐஜϋỆ܍ẴỦሰ᧙̞
ඥˋỆᢘӳẴỦૼሰẆفોሰሁỉʙầܦʕẲềẦỤẆಒỈᾂ࠰ˌϋỉờ
ỉỂẆࣖѪଐྵנẆಒỈᾀ࠰ˌɥ̅ဇẲềẟỦờỉểẲộẴẇ

ᾂώࣖѪᢿᧉ
ᵏὸᙹٻሰᢿᧉίᵐᵎᵎᵎὮˌɥẆႾỺؕแᢘӳ፯Ѧ҄ݣᝋỉᙹ
ᙲˑỆแẵỦὸḤ
ᵐὸɶὉᙹݱሰᢿᧉίɥᚡᵏᵇˌٳὸ
ḤሰཋỺἽἀὊෞᝲࣱᏡᢘӳࣱЙܭửӖẬềẟỦ࣏ᙲỊẝụộ
ẶỮẇ

ᾃώࣖѪὉவˑ
ᵏὸҾЩểẲềሰɼẆᚨᚘᎍӏỎᎍỉɤᎍỉᡲӸểẲộẴẇίˬẲẆ
ᣃӳỆợụʚᎍᡲӸӍỊẟẵủẦҥểễẾềờኽನỂẴẇẸỉئӳẆ
ʖỜ᧙̞ᎍỉʕᚐửӕẾẺạảỂࣖѪẲềẪẻẰẟẇὸ
ᵐὸࣖѪᝧ˓ᎍᾀӸửܭỜẆࣖѪẲềẪẻẰẟẇ

ᾄώច
ᵏὸᢿᧉắểỆẆםʩᡫٻᐫចὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉ ᵏໜ
ᵐὸᢿᧉắểỆẆίɟᝠὸሰؾὉႾỺἽἀὊೞನྸʙᧈចὉὉὉὉὉ ᾀໜ
ᵑὸɥᚡᵏὸẆᵐὸˌٳỂẆݙ௹ۀՃ˟ڜѕច ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉ ૠໜ

ᾅώݙ௹
ݙ௹ۀՃ˟Ể੩ЈẰủẺࣖѪ૰ỆؕỀẨݙ௹ửᘍạểểờỆẆ࣏
ᙲỆࣖẳềྵݙע௹ίࣖѪᎍẦỤỉᛟଢӏỎឋွࣖሉửԃớὸửᘍẟẆΟ
ᅵễ˺ԼỆếẟềចửൿܭẲộẴẇ
ݙ௹ۀՃ˟ίᆅဦὸ
ۀՃᧈ ܿ ଡЩ ிʮᣃࠊܖٻ
 ۀՃ ហӮ ፯ ிʮܖٻܖٻᨈ
 ۀՃ ᅸΨ ܑʂ ᑮිಅܖٻ
 ۀՃ  ܷښദՁ ӸӞܖٻܖٻދᨈ
 ۀՃ ݱඡ ᨻဃ ᬍᣃܖٻிʮܖٻᨈ
 ۀՃ ᤠங ࡍӪ ίɟᅈὸଐஜἥἽἔὅἂң˟ᡲӳ˟ሊۀՃ
 ۀՃ ᢿ ᢋܖ پᨈܖٻ
 ۀՃ ޛɦ ᒍԧ םʩᡫႾ˰ܡ˰ޅܡဃငᛢሰ˖ؾဒܴᧈ

ᾆώࣖѪ૰
ᵏὸ੩Ј૰
ࡸܭỆỊૠСᨂሁửᚨẬềấụộẴẇᛇኬỊᝠׇἭὊἲἬὊἊ
ѪᨼᙲẑửἒỸὅἿὊἛẲắᄩᛐẪẻẰẟẇᵇ
ợụẐѪ
ίᵏὸᇹᾆׅἇἋἘἜἨἽሰចࣖѪဎᛪᾉಮࡸᵏ
ίᵐὸሰὉᚨͳỉಒᙲểႾỺἽἀὊਜ਼ፗỆ᧙ẴỦ૰ᾉಮࡸᵐ
ίᵑὸμϙჇӏỎˊᘙႎễሰ᩿ᾉಮࡸᵑ
ίᵒὸႾỺἽἀὊẆؾᒵ˯ถẆႾᵡᵭᵐửܱྵẰẶỦӕụኵỚỆếẟề
ᾉಮࡸᵒᴾ

ίᵓὸᵡᵟᵱᵠᵣᵣᚸ̖ኽௐᘙᅆἉὊἚίܭỉࡸὸᾉಮࡸᵓḤ
Ḥᵡᵟᵱᵠᵣᵣᴾᚸ̖ỆếẟềỊᐯࠁᚸ̖ỂờӧểẴỦẇ
ίɶὉᙹݱሰཋᢿᧉỆếẟềỊẆ૰ỉ˺ầᩊễئӳỆỊႾဦӧểẲộẴẇὸ

ίᵔὸᚨᚘὉὉᢃဇỆấẟềӕụኵỮẻႾỺἽἀὊݣሊỆếẟề
ᾉಮࡸᵔ
ίᵕὸỺἽἀὊෞᝲỉܱ७ᾉಮࡸᵕᵋᵏẆಮࡸᵕᵋᵐ
ίᵖὸಮࡸᵐỉٽዴϋỉૠ͌ỉఌਗểễỦ૰ίỺἽἀὊෞᝲࣱ
ᏡỆ̞ỦᚘምૅੲἩἿἂἻἲỉᚘምኽௐởႾỺἽἀὊᚘဒỉϙẲὸ

ᵐὸ૰ỉዢẳ૾
ᾐᵒЙἧἻἕἚἧỳỶἽίኡᙌὸᵏώỆዢẳềẆᵑᢿ੩ЈẲềẪẻẰẟẇ
ဇኡỊᵟᾃӍỊᾐᵑểẲềẪẻẰẟẇᾐᵑỉئӳỊẆ್̅ẟểẲề৵ụᡂ
ỮỂẪẻẰẟẇ
ᵑᵇ૰ἙὊἑỉ੩Ј
ӲಮࡸửᾟᾓᾕἙὊἑ҄ẲẆᾒᾓᵋᾡᾞᾜሁᾀỆἙὊἑửλủềẆἧỳ
ỶἽểσỆấᡛụẪẻẰẟẇ

ᾇώଐᆉ
ᵏὸࣖѪӖ˄᧓
ᾁᾈ࠰ᾆஉᾀଐίஉὸ῍ᾁᾈ࠰ᾇஉᾀଐίஙὸίෞҮஊјὸ
ᵐὸᘙࢧࡸ
ᾂ࠰ᾀஉɶକỆிʮỂ͵ίʖܭὸ

ᾈώࢸੲ
םʩᡫႾ

ᾀώңឃ
ίπᅈὸଐஜሰܼң˟Ẇίɟᅈὸଐஜሰ˟ܖᵆʖܭὸẆίπᅈὸଐஜ
ሰٟ˟ᡲӳ˟ẆίɟᅈὸଐஜሰٟʙѦң˟ᡲӳ˟Ẇίɟᅈὸଐ
ஜἇἋἘἜἨἽሰң˟ẆίɟᅈὸଐஜᚨͳᚨᚘʙѦң˟Ẇίɟᅈὸ
ଐஜἥἽἔὅἂң˟ᡲӳ˟

ᾀᾀώᙀឱʙ
ᵏὸࣖѪ૰Ệếẟề
ίᵏὸݙ௹ỉ࣏ᙲɥẆᡙь૰ỉ੩Јử൭ỜỦẮểầẝụộẴẇ
ίᵐὸࣖѪ૰ỊᡉҲẲộẶỮẇ
ᵐὸλច˺ԼỉπᘙሁỆếẟề
ίᵏὸλច˺ԼỊᝠׇỉἭὊἲἬὊἊẆೞ᧙ᛏẐᾘᾑᾔᾒẑỉ˂Ẇ˰ܡὉ
ሰ᧙̞ỉૼᎥẆᩃᛏễỄỂႆᘙẲộẴẇ
ίᵐὸλច˺ԼỆếẟềỊẆᘙࢧࡸࢸẆλច˺ԼỆếẟềᚨᚘሁửẰ
ủẺ૾ẦỤᚨᚘỆẝẺẾềỉἅὅἍἩἚởپẲẺໜễỄỆế
ẟềẆႆᘙửẲềẟẺẻẪ˺Լإԓ˟ửʖܭẲềẟộẴẇ
ίᵑὸλច˺ԼỆếẟềỊẆ࠼إỉМဇỆ̓ẴỦẺỜἣἽဇἙὊ
ἑỉ੩ЈẆᝠׇೞ᧙ᛏồỉ݃ᆜửấᫍẟẲộẴẇ
ίᵒὸ࠼إỉẺỜỆ̅ဇẴỦࣖѪ૰ỉϙჇὉἙὊἑሁẆἣἽἙὊἑ
ሁỆếẟềỊẆΝỂ̅ဇẰẶềẟẺẻẨộẴỉỂʖỜắʕ১ỉ
ɥắࣖѪẪẻẰẟẇίᓸ˺ೌሁỉӕụৢẟỊẸỉໜỂႻᛩẰẶề
ẟẺẻẨộẴὸ
ίᵓὸλច˺ԼˌٳỊπᘙẲộẶỮẇ

ᾀᾁώࣖѪ૰ỉ੩ЈέὉբẟӳỪẶέ
ẖᵏᵎᵐᵋᵎᵎᵖᵑ ிʮᣃҘˊဋғထᵑᵋᵓᵋᵏ μσᡲἥἽထ
ίɟᝠὸሰؾὉႾỺἽἀὊೞನ ἇἋἘἜἨἽሰច ʙѦޅ
ᩓᛅ ᵎᵑᵋᵑᵐᵐᵐᵋᵔᵕᵐᵕ ᾕᾐᾧ ᵎᵑᵋᵑᵐᵐᵐᵋᵔᵔᵗᵔ
ἭὊἲἬὊἊ ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶇᶀᶃᶁᵌᶍᶐᵌᶈᶎ
ίѪᨼᙲởᢅӊỉӖច˺ԼầắᚁỆễủộẴὸ

