
社長のコラム社長のコラム
　今年を振る返ると実に実りの多い一年でした。厳しかった冬の寒さのお陰
で実感することができた、新モデルハウス「CASATAⅡ」のワンランク上の
「あたたかさ」。その中からすでに今年は多くの家づくりがはじまりました。　
中でも、今月中旬まで期間限定で公開中の大和町「もみじヶ丘の家」はその

集大成とも言えます。
　ソーラー事業では顧客満足部門で仙台泉店が全国第一位！さらに京セラの総合カタログに弊社
施工事とお客様レポートに掲載され、片田舎で10年以上前から取り組んできた事がひとつ形として
残すことができ感無量でしたし、形にしてくれたスタッフの皆には本当に感謝しています。
　NPO活動（おおさきエネルギーカウンシル）での地域貢献も「アースデイみやぎ大崎2015」の
盛会に象徴されるように今年は確実に1歩前進することができました。
　まだ至らない所ばかりですが、現状に満足することなく、一人でも多くの皆様に喜ばれる「住まい」
をお届けし、お客様はもちろん、地域の皆様にも喜ばれる「存在」、そして「場」づくりに努めてまいり
たいと思います。

12月号12月号
第48号第48号

2015年2015年

日時：平成28年1月10日（日）  場所：アイム

日頃の感謝を込めて、毎年1月に新春お客様感謝祭を開催致します。新年を
占う初引きくじ、臼でついたお餅を食べながら、まったりと過ごして頂くイベン
トです。皆様のご来場を社員一同、心よりお待ちしております。

新春・お客様感謝際＆はじめてカフェのご案内新春・お客様感謝際＆はじめてカフェのご案内新春・お客様感謝際＆はじめてカフェのご案内

昨年の様子昨年の様子

ペレットストーブ相談会開催ペレットストーブ相談会開催
2016年1月10日（日）2016年1月10日（日）
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巻 末 特 集

お客さまに導入の目的と実感いただいている効果について、お話を伺いました。

太陽光発電ってデメリットがない。

エコだし、非常時も安心。
「なんで、みんなつけないの？」と

思いますね。
宮城県大崎市   K さま ４人ご家族

皆様からお寄せいただいた、

よくあるご質問にお答えいたします。

● 太陽電池容量は、小数点2桁未満切り捨ての数値で記載しています。

● 効果や電気代削減金額は、使用状況や設置場所により異なります。

お 客 様 の 声

福岡県 Ｔ様 導入システム：SAMURAI 3.13kW

エコノナビット ii（発電モニタ）／IHクッキングヒーター／エコキュート

自分たちの電気に対する
意識が変わりました。

SAMURAIのデザイン性も気に入っています。オール電化も導入したのですが、IHクッキング

ヒーターに切り替えて不 便 に感じるところが なく、 お 湯 がわくの が 早 かったり、 鳥 の

手羽先が香ばしく焼けたりとびっくりするほどの性能ですね。電気の消費量が、発電量を

上回ると気になるので、晴れの日はみんなで外出したり。節約することが苦にならずに、

家族みんなで楽しみながら暮らせています。

（ 効果は、お客様の設置システムや条件などにより異なります。）

大阪府 Ｏ様 導入システム：SAMURAI 2.50kW

エコノナビットii（発電モニタ）／エコウィル

太陽光で足りない発電量は
エコウィルでカバー。

太陽光発電に適した立地でしたが、話を進めていくうち、載せられるパネルの数が思いの

ほか少ないことが判明します。「十分な効果を得るためには、3kWは載せたいところ。でも、

発電効率の良い京セラのものでも2.5kW程度とのことでした」と奥さま。そんな時に頼もしく

感じられたのが、すでに導入していたエコウィルです。「エコウィルで1kWくらいは発電を

押し上げられるから、問題ないと判断しました」。現在は、節電タップを使ったり、コンセント

をこまめに抜いたり、節電にも努めています。また、導入費の一部は15年ローンを組み、

電気代が減った分と売電分でまかなえるように工夫されています。

（ 効果は、お客様の設置システムや条件などにより異なります。）

注1：当社の年間推定発電電力量のシミュレーション値は、あらかじめガラス表面の汚れを考慮して算出しています。

Ｑ. 掃除はしなくていいのですか？
太陽電池ガラス表面についたホコリなどの汚れは雨によって自然に流れるため、掃除の必要はありません。※１

長期間雨が降らずにホコリがたまった場合でも、発電電力への影響は数％程度と試算が出ています。注1

※1：太陽電池モジュールの設置角度が低い場合や、汚れやすい環境（交通量の多い道路の近くや工場周辺等大きな煙突の近く）

の場合を除きます。Ｑ. 停電時、災害時に使えますか？
日射があり、太陽光発電システムが発電状態であれば、自立運転出力用コンセント※2（パワーコンディショナに装

備）から、日射量に応じて最大1,500Wまで電気を使うことができます（自立運転への切替操作が必要です）。

※2：一部機種は、あらかじめ設置された非常用電源コンセントからとなります。

Ｑ. 電力量計は今のままで良いのですか？
A. 

A. 

A. 

太陽光発電システムの余剰電力を電力会社に購入してもらうため、売電用の電力量計（逆転防止型）を

付ける必要があります。また、現在付いている電力量計も逆転防止型に変更することとなります。※3

※3：お客様と電力会社の間で契約を結んでいただきます。また、電力会社により設置費用等をお客様にご負担いただく

場合があります。 ― 太陽光発電を導入されたきっかけをお聞かせください。
太陽光発電にはもともと興味があり

ました。周りにも２・３件設置宅が

ありましたし、自分でもいろいろと

調べてみたりしていました。特に知り

たかったのは収支面。そのことを、

な か な か 説 明してくれる 人 が い な

かったんです。そんな中、自宅を建

てたご縁で、菅原さん（工務店）に話を聞いてみると、細かく説明していただくことが

できました。対応もすごく良く、菅原さんの話を聞くうちに、「これなら太陽光発電を導入した方がいい」と納得することができ、

設置を決めました。
― 期待していた収支面はいかがですか？

本当に満足できる効果が出ているので、周りのみんなにも勧めています。

「なんで設置しないの？」「プラスになるから！」って。大体、太陽光発電って

デメリットがないと思うんです。保証もありますし。掃除・メンテナンスの

手間も少なく、非常時には電源にもなる。こんな良い事はないですよね。

― 数あるメーカーから京セラをお選びいただいた決め手は

　 何ですか？まず、菅原さん（工務店）が扱っていたというのが第一の理由ですが、そもそも

個人的にも京セラが好きで、初めて買ったビデオカメラも京セラ製だったんです。

普通の家電メーカーと比べて、京セラは研究や開発の分野で一生懸命やって

いる会社だというイメージがあったし、企業イメージは良かったので、「京セラ

なら任せても大丈夫だろう」という安心感がありました。ですので「日本製だから

安心」というのは大きいですよ。太陽光発電は一生使うもので、今後もずっと

稼働し続けるもの。その点、京セラは1993年に国内初の住宅用太陽光発電シス

テムの販売を開始し、その時の太陽光発電システムが今も稼働していると聞き

ました。金額的に何百万も変わるわけではないのだから、安心出来るメーカー

の方が良いと思いましたね。― これから設置を検討されている方へのアドバイスを

　 お願いします。太陽光発電は絶対に導入された方が良い

ですよ。これから、売電価格が年々下がって

いく予想なので、売電価格が下がってから

つけるくらいなら今設置した方がいい。載せ

れば載せるほどそれはプラスになるし、さっき

も言いましたが「なんで、みんな設置しない

の？」と思いますね。

余 剰 電 力 の 売 電 に よる
電 気 代 の 削 減 効 果
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2015年1月

合計    

A.電気代（支出）
12,041円

28,734円
20,401円

16,038円
10,163円
9,547円

10,660円
10,968円

10,930円
13,642円

23,354円
42,678円

209,156円

B.売電額（収入）
899円

10,633円
14,601円

25,544円
17,546円

18,228円
17,732円

13,578円
19,592円

13,206円
7,626円

3,689円
162,874円

（A-B）電気代の実費支出額
11,142円

18,101円
5,800円

ー9,506円
ー7,383円

ー8,681円
ー7,072円

ー2,610円
ー8,662円

436円
15,728円

38,989円
46,282円

＜導入システム＞◎ 太陽光発電システム導入システム：エコノルーツアドバンス 5.37kW

◎ リチウムイオン蓄電システム
導入システム：TypeA 7.2kWh 1台

モード設定：太陽光売電優先モード

太陽光発電システムの運転スタートと同時に、蓄電池から

放電を開始。日中の消費電力を蓄電池でカバーすることで、

売電量を大きくアップするモード。
◎ HEMS 機器：ハウスマイルナビィ

2014年２月設置

年間電気代
約77％   削減！

菅原工務店代表取締役菅原  順一 さま

販 売 店 様

料金プラン：時間帯別電灯B
2013年度売電価格：31円／kWh

ご自宅をトータルでご提案！

どんどん話が進んでいきました！

暖房器具の使用増

Q & A

kyoceraソーラー様　機器カタログ　太陽光　P37-38　十四校

2/19　十四校

詳しくは［P.36］をご覧ください。

その他のご質問はホームページでもご覧いただけます。

展示を終了したばかりの
「もみじヶ丘の家」2016年6月5日に開催決定!!

大屋根外観が
印象的な「CASATAⅡ」

総合カタログの
最終ページに登場!!

展示を終了したばかりの
「もみじヶ丘の家」2016年6月5日に開催決定!!

大屋根外観が
印象的な「CASATAⅡ」

総合カタログの
最終ページに登場!!

～ 菅原工務店・アイムとご縁のあった皆さまにお届けする住まいや暮らしに役立つ情報誌 ～
岩出山の

「チョーほっかぶり市」参加！
注目の地元イベントNo1！ 

多くの皆さんが
ほっかぶりで参加（笑）

岩出山の
四季彩館駐車場にて

楽しくて美味しい
最強お祭り

地元以外の人が
知らないのはもったいない！！

ドレスコードが
ほっかぶり！！

多くの皆さんが
ほっかぶりで参加（笑）

岩出山の
四季彩館駐車場にて

楽しくて美味しい
最強お祭り

地元以外の人が
知らないのはもったいない！！

ドレスコードが
ほっかぶり！！

検 索ほっかぶりJAPAN



アイムのスタッフコラム!アイムのスタッフコラム!アイムのスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!

暮らしの便利帳暮らしの便利帳暮らしの便利帳 住まいのお手入れ、便利グッズ、etc・・・
お役立ち情報をお伝えします！

もっと知りたい

～ 静電気防止について ～

❶まずは乾燥を防ぐ
　◎室内の湿度を加湿器等で上げる。◎手の乾燥も良くないのでハンドクリームで保湿を。
❷パチッと来る前に電気を逃がす
　◎玄関のドアノブを触る前に外壁を触る。◎車に乗る前に金属のキーホルダーや鍵で取っ手を触る。
　◎室内ドアノブを触る前にクロスや木部を触る。（地面を触るのも効果的）※ガラス、ゴムは電気を通さないそうです。
❸衣類は出来るだけ天然繊維を
　◎綿、ウール、シルク、麻などがおすすめです。
❹静電気体質を改善
　◎“静電気体質”の人は不健康の証「酸性体質」から「弱アルカリ性体質」にする事が大切。規則正しい食生活を送り
　　体内から改善していきましょう。アルカリイオン水を飲むのもオススメです。

この記事を書いていて事務所にいる時に静電気が酷いのは色々な組合せが悪いからという事に気が付きました。（家にいる
時はあまりパチパチ来ません）静電気でお悩みの方は是非お試しくださいね！（庄司）

　こんにちは、

工務店の佐々木です。
　今年は、二人の孫も歩けるよう

になりましたので、広い公園で遊ばせてやりたいと
思っておりましたが、天気とか自分の時間が合わずこ
の時期あわてて行ってまいりました。２歳９ヵ月の男
の子と１歳３ヵ月の女の子ですので、簡単に遊べる
遊具の有る公園がいいかと思い、古川の化女沼古代
の里に連れて行きました。男の子は、車から降りたと
たん普段あまり登り慣れてない階段を早足で数段
登って早速滑り台の前に立って、じっと見つめていま
した。滑り台は何度か滑っているので簡単に滑るだろ
うと思い、乗せようとしましたら即座に「いやいや」の
連呼で、どうしても乗せることができませんでした。
結果そこにある遊具は、どれも遊べず、ステージのあ
る芝生でボール遊びだけでおわりました。女の子は、
歩き始めたばかりなので、いろんな所を歩いただけ
で満足のようでした。

早くたくましくなって
　　　　ほしい孫２人
早くたくましくなって
　　　　ほしい孫２人

　こんにちは!! 
アイムの渡邊です。
　お陰様で、１１月から期間限定で行っ
ていた完成見学会も好評のうちに終
了となりました。仙台方面はもちろん、
大崎からも多くのOB様にご来場頂き
誠に有り難うございました。

　トリプルサッシ、ペレットストーブやモザイクタイル等、
見どころ満載の暖かい家。ご来場頂いた多くのお客様に
お喜び頂きました。
　実は施主のK様は長年、苦楽を共にしてきた大親友。そ
れだけに想いのつまった素敵な家の完成に私も感無量で
す。長い展示期間も含め、多くのご協力を頂き感謝感謝
です。そのお礼に私からは自家製のエアコンカバーをプ
レゼントさせて頂きました！
　クリスマス＆お正月は待ちに待った新居での生活が楽
しみですね！仙台泉店も仙台エリアでの住宅提案の拠点
としてよりいっそう力を入れてまいります。
　皆様、今後とも倍旧のご支援・ご鞭撻の程宜しくお願い
致します！      
    

ショップレポート
仙 台 泉 期間限定展示場

   ～もみじヶ丘の家～

こんにちは工務店の庄司です。

空気の乾燥と共に、いや～な静電気の季節がやって来ました。静電気体質の私はこの時期になるとあ
ちこちでパチッ★パチッ★っと痛い思いをしています（T T）そんな今回は静電気防止についてお届け
します！
 

年末年始のお知らせ

仙 台 泉

12月31日　通常営業　9：00～21：00
1月 1日　通常営業　9：00～21：00
1月 2日　初 売 り　7：00～21：00
1月 3日　通常営業　9：00～21：00

年末年始休まず営業致します!!

年末年始のお知らせ

工 務 店 ア イ ム

12月29日～1月4日　休み
1月5日より通常営業致します。

・・

展示終了

しました！

意外と好評！
渡邉作エアコンカバー

意外と好評！
渡邉作エアコンカバー

２０１６年からは

住宅も頑張ります！ ２０１６年からは

住宅も頑張ります！ 

　こんにちはアイムの野村です(^^)。
　今回はスマートメーターについてお話いたします。
　ご存知の方も多いと思いますが、東北電力では、皆様の住宅に設置して
ある従来ご使用の電力メーターをスマートメーターへ移行する取り組みが
今年１０月より順次行われております。スマートメーターは売電・買電の双方
を計量できる機能を有しており、太陽光発電システムを設置されているお
客様については、これまで期間満了時に電力（売電）メーターを有償で交
換する必要がありましたが、スマートメーター設置に伴い交換が不要になり
ました。これはお得ですよね～♪
　写真①は、太陽光発電システムを設置し且つスマートメーター導入第１
号のお客様。従来は２つの電力メーターが並ぶ形になるのですが（写真
②）、スマートメーター導入に伴いスッキリした景観となっております。
　この件につきましては、東北電力より順次ご連絡がありますので、その際
はこの記事を思い出していただければ幸いです。
なお、ご不明な点については当社へ気軽にお問合わせください。

スマートメーター

2
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この記事を書いていて事務所にいる時に静電気が酷いのは色々な組合せが悪いからという事に気が付きました。（家にいる
時はあまりパチパチ来ません）静電気でお悩みの方は是非お試しくださいね！（庄司）

　こんにちは、

工務店の佐々木です。
　今年は、二人の孫も歩けるよう

になりましたので、広い公園で遊ばせてやりたいと
思っておりましたが、天気とか自分の時間が合わずこ
の時期あわてて行ってまいりました。２歳９ヵ月の男
の子と１歳３ヵ月の女の子ですので、簡単に遊べる
遊具の有る公園がいいかと思い、古川の化女沼古代
の里に連れて行きました。男の子は、車から降りたと
たん普段あまり登り慣れてない階段を早足で数段
登って早速滑り台の前に立って、じっと見つめていま
した。滑り台は何度か滑っているので簡単に滑るだろ
うと思い、乗せようとしましたら即座に「いやいや」の
連呼で、どうしても乗せることができませんでした。
結果そこにある遊具は、どれも遊べず、ステージのあ
る芝生でボール遊びだけでおわりました。女の子は、
歩き始めたばかりなので、いろんな所を歩いただけ
で満足のようでした。

早くたくましくなって
　　　　ほしい孫２人
早くたくましくなって
　　　　ほしい孫２人

　こんにちは!! 
アイムの渡邊です。
　お陰様で、１１月から期間限定で行っ
ていた完成見学会も好評のうちに終
了となりました。仙台方面はもちろん、
大崎からも多くのOB様にご来場頂き
誠に有り難うございました。

　トリプルサッシ、ペレットストーブやモザイクタイル等、
見どころ満載の暖かい家。ご来場頂いた多くのお客様に
お喜び頂きました。
　実は施主のK様は長年、苦楽を共にしてきた大親友。そ
れだけに想いのつまった素敵な家の完成に私も感無量で
す。長い展示期間も含め、多くのご協力を頂き感謝感謝
です。そのお礼に私からは自家製のエアコンカバーをプ
レゼントさせて頂きました！
　クリスマス＆お正月は待ちに待った新居での生活が楽
しみですね！仙台泉店も仙台エリアでの住宅提案の拠点
としてよりいっそう力を入れてまいります。
　皆様、今後とも倍旧のご支援・ご鞭撻の程宜しくお願い
致します！      
    

ショップレポート
仙 台 泉 期間限定展示場

   ～もみじヶ丘の家～

こんにちは工務店の庄司です。

空気の乾燥と共に、いや～な静電気の季節がやって来ました。静電気体質の私はこの時期になるとあ
ちこちでパチッ★パチッ★っと痛い思いをしています（T T）そんな今回は静電気防止についてお届け
します！
 

年末年始のお知らせ

仙 台 泉

12月31日　通常営業　9：00～21：00
1月 1日　通常営業　9：00～21：00
1月 2日　初 売 り　7：00～21：00
1月 3日　通常営業　9：00～21：00

年末年始休まず営業致します!!

年末年始のお知らせ

工 務 店 ア イ ム

12月29日～1月4日　休み
1月5日より通常営業致します。

・・

展示終了

しました！

意外と好評！
渡邉作エアコンカバー

意外と好評！
渡邉作エアコンカバー

２０１６年からは

住宅も頑張ります！ ２０１６年からは

住宅も頑張ります！ 

　こんにちはアイムの野村です(^^)。
　今回はスマートメーターについてお話いたします。
　ご存知の方も多いと思いますが、東北電力では、皆様の住宅に設置して
ある従来ご使用の電力メーターをスマートメーターへ移行する取り組みが
今年１０月より順次行われております。スマートメーターは売電・買電の双方
を計量できる機能を有しており、太陽光発電システムを設置されているお
客様については、これまで期間満了時に電力（売電）メーターを有償で交
換する必要がありましたが、スマートメーター設置に伴い交換が不要になり
ました。これはお得ですよね～♪
　写真①は、太陽光発電システムを設置し且つスマートメーター導入第１
号のお客様。従来は２つの電力メーターが並ぶ形になるのですが（写真
②）、スマートメーター導入に伴いスッキリした景観となっております。
　この件につきましては、東北電力より順次ご連絡がありますので、その際
はこの記事を思い出していただければ幸いです。
なお、ご不明な点については当社へ気軽にお問合わせください。

スマートメーター

3
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http://www.sumai-aim.co.jpソーラーはアイム 検索←

株式会社

住まい工房アイム
〈菅原工務店グループ〉

住まいのショールーム

宮城県大崎市古川旭一丁目10-24（イオン古川店北隣） 
TEL（0229）23-3670
FAX（0229）22-3617

http://www.sugawara-koumuten.com
菅原工務店 検索←

■当社ホームページからも住まいの最新情報や実例、
　オール電化、お客様の声がご覧頂けます。

各地でイルミネーションが始まると一気に
X’masムードですね。そして今年も残りわ
ずかなんだなぁ～と感じます!!
本年も大変お世話になり感謝申し上げま
す。
年明け、1月10月（日）はお客様感謝祭を
開催致しますので、ぜひご家族、友人を
お誘いの上ご来場下さいo(^▽^)o

　　　　　　　　　　（アイム　千葉）

TEL（0229）23-8265　FAX（0229）22-3617

営業時間：9：00～21：00まで（年中無休）

イオンタウン仙台泉大沢内
宮城県仙台市泉区大沢1丁目5番地1 2F

営業時間：9：00～18：00まで（水曜定休）
宮城県大崎市古川旭1丁目10-24

0120-972-7120120-971-977

イオン古川店北隣

おかげさまで40周年 編 集 後 記

社長
『果』
昔の出会いや思い、苦労が
実った感謝の一年となりま
した。

佐々木（工務店）
『改』

今年初めて健康診断で精密
検査を受けなくてはならなく
なったので、生活改善を行う
予定です。

岩崎（工務店）
『白』

今年１年白髪が増えることが
多かった１年でした。

庄司（工務店）
『走』
毎日、ただ忙しかったので。
来年は中身のある一年にし
たいです（泣）初夢が正夢に
なりました(T_T)

今野（工務店）
『厄』
本厄の年でしたがまさにいろ
いろありまして・・・。来年は一
から精進致します！

宍戸（アイム）
『激』

人との出会いと別れの多
い、激動の一年でした。

髙橋（アイム）
『早』

今まで息子の分だけだった
お弁当が４月から娘の分
も・・・。早起きしてます(>_<)

千葉（アイム）
『再』
すべてにおいて再始動した
ので！！

渡邉（仙台泉）
『海』

今年は良い事も悪い事も
色々あった一年でしたが、来
年はいつも海のような広い
心でいられるようになりた
いと思う今日この頃です。

小室（仙台泉）
『美』
30才目前．．．シミがポツリ、
白髪が1本...美容にこだわっ
た1年でした。いつまでも、
より美しく．．．

 今回の『つぶやき』は・・・ 今回の『つぶやき』は・・・

今年を振り返って
漢字一文字で
例えると？

佐々木（仙台泉） 氣仙（仙台泉）

『変』
自身も家族にもたくさんの変
化がありました。気付きもた
くさん得られました。

柴田（仙台泉）
『考』

3月までは学生でしたが、そ
の頃に比べてよく考えるよ
うになった気がします。

加藤部長（工務店）
『新』
新しい「釣り」の趣味が増えた
年でした。来年は何を始めよ
うかな。

早坂（工務店）
『忘』
特に深酒をした後記憶を失く
す事が多くなった。嫌な事は
全て忘れて新しい年を迎えた
い。

この近辺は美味しい食べ物が
多くて困ります（笑）

野村（アイム）
『太』

大宮（アイム）
『流』

ただ忙しく一年がすぎまし
た。来年は公私共に目標をも
ち進む。

先輩たちにいろいろとごちそ
うになった１年でした。舌が肥
えてしまったのが少しショック
です．．．。

坂井（アイム）
『食』

伊藤（アイム）
『嬉』

今年度、私にとっての最大の
ニュースは、かねてより念願
だったミスチルのコンサート
に行けた事です＼(^O^)／

『人』

共に笑ったり、泣いたり、助け
られ、感動したり腹をたてた
り、関わって頂いた方々に感
謝です。

今
年
の
漢
字

つぶやき
スタッフの




