
省エネ対策、衛生対策、健康対策商品の3つの提案をしませんか

1，省エネ提案書 3，DIYサポートプラン3商品販売

窓ガラス遮熱・断熱コート

ウロコ付着防止コート

除カビ、殺菌、防カビコート

抗菌・抗ウィルスコート

２，快適提案書

J-SCORE
一般社団法人 日本シニア起業支援機構

https://www.pro-support.shop/
https://www.j-score.or.jp/

登録により会員特典サービス省エネ健康対策；普及サポーター会員へのお誘い

https://www.diy-pro.or.jp/



【会社概要】
株式会社節電ECOショップ

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
URL https://www.ecoshop-onlineshop.com/
代表取締役 島田靖弘
設立 2008年9月
資本金 600万円
取引銀行 三菱UFJ銀行 浅草橋支店
事業内容 ・㈱スケッチ製造商品の日本総販売元

・エリアPROサポート店の全国代理店開発と管理
・法人建物の窓断熱コート全国施工管理
・㈳省エネ・健康推進協議会の施工指導・監修

沿革 2008年 ㈱スケッチのメーカー総販売元として設立。
2009年 全国代理店組織50社以上の構築、管理、販促。
2011年 ＥＣＯショップブランドで、スケッチ製品の物販開始。
2019年 全国チェーン店向けの窓ガラス遮熱UVカットコート施工管理体制構築。
2021年 ㈳省エネ・健康推進協議会の施工サポート開始。

株式会社節電ECOショップは、ナノテクコート剤メーカーの株式会社スケッチの販売会社として2008年に設立されました。株式会社スケッチは、
1989年に設立され、20以上にわたってナノテクコート剤の研究開発・製造販売を行うメーカーです。世界30カ国以上に販売実績があります。

㈱スケッチの会社沿革
1995年～ :ナノテク産業への事業参入
2004年～：日本国内及び中国国内におけるコーティング剤の販売促進活動
2008年～：断熱ガラスコートが大ブレイクし、日本国内シェア70％以上を確保
2013年～：海外におけるコーティング剤の本格的な販売促進活動、30カ国以上への販売。
2020年～：海外10カ国への独占代理店構築。

事業化促進支援を依頼した企業



普及サポーター【J-SCORE会員に限定】の取次手数料

物販取次

（DIYサポート）

お客様

価格※

取次

手数料

抗菌・抗ウィルス

消臭コート　DIY施工
10万円 3万円

除カビ・防カビコート

DIY施工
10万円 3万円

ガラス・鏡の水垢

うろこ付着防止コート

DIY施工

10万円 3万円

※PROサポート（DIY指導員派遣付き）の場合は、
１日３万円＋交通費が追加されます。

上記全て税別価格

窓ガラス遮熱・断熱コートガラス、鏡・ウロコ付着防止コート消臭、除菌抗菌、防カビコート 除カビ、防カビ対策コート

DIYサポートプラン3商品の物販取次 施工取次

施工取次

（メーカー責任施工）

お客様

価格

取次

手数料

法人建物向け節電対策

冷暖ガラスシールド
1㎡10,000円

１㎡あたり

20％

2,000円/㎡

ダブル/トリプル遠赤

冷暖システム

販売価格

（御見積）
10%

上記全て税別価格



施工代理店ネットワーク
50社以上

【DIY指導員派遣】



J-SCORE
一般社団法人 日本シニア起業支援機構

冷暖ガラスシールド

【製品導入メリット】

・赤外線カット率90％、UVカット率99％へ

窓ガラスの性能UPするガラスコーティング剤

・15年の耐久性でウィンドウフィルムの2倍

・年間空調省エネ25～30％を実証（ETVより）

・１㎡12000円⇒特別価格10,000円で5年償却

【実績】

・業界シェア80％～

・延べ100万㎡以上・20年以上の販売実績

・国内50社以上の施工代理店による全国責任施工

・世界33カ国への販売実績

法人の施工ご紹介ビジネス

窓ガラスにローラーで塗布するコーティング剤

×



主に全国チェーン店業界(ドラッグストア等ロードサイド店舗）向けに窓ガラスの遮熱・断熱対策の施工商品「冷暖ガラスシールド」を
通常1㎡12000円税別（13200円税込）の施工価格のところ、1㎡10,000円税別（11,000円税込）の特別価格で施工し、
5年で初期導入コストを回収できる節電対策・コスト削減のご提案です。
窓ガラスの省エネ対策・環境対策にご関心ある下記業界の企業グループの決裁者（部長以上・役員・取締役）にルートをお持ちの方は、
是非、ご紹介下さい。

J-SCORE様との協働事業としてスタートした新しい事業形態になります。
施工案件まで成約した場合、基本施工価格10,000円税別（11,000円税込）の20％
＝1㎡2,000円税別（2,100円税込）が紹介料となります。

対象先）
1、食品スーパー 20416店
2、総合スーパー 1813店
3、ドラックストア 16347店
4、ファマシー 1826店
5、ホームセンター
6、ショッピングセンター
7、ディスカウントストア
8、コンビニ
9、カーディラー
10、中古車販売店
11、カー用品店
12、自転車店 (あさひ473店・イオンバイク300店・リコ100店)
13、ファミレス
14、ファーストフード店
15、飲食店 (ゆで太郎200店・スシロー・くら寿司・王将・など)
16、コーヒーショップ (コメダ700店・星野コーヒー180店・珈琲館250店)
17、スポーツジム
18、コインランドリー ２万店
19、家電量販店
20、紳士服店 (青木・青山)
21、パチンコ店
22、書店
その他

主な業務；節電ECOショップへご紹介するだけ。詳しい説明不要

商品が専門的なため、詳しく勉強して説明しようとしてもうまくいきません。
ご参考までに台本をご用意しましたので、そこまでお話頂いて、節電ECO
ショップを、決定権者へのアポ取りだけお願いします。

「もしもし、‥‥・の・・・・・です。ご無沙汰しております。(お久しぶりです。)

今回、空調費40%以上の削減の省エネ対策プランを展開している会社
を、あなたに紹介したいのですが、ちょっと聞いてもらえませんか。

この省エネ対策プランは、既存の建物の内窓ガラスに、遮熱・断熱コート
を塗ることで、25%以上の省エネになり、5年で償却でき、その後10年以
上、25%以上の空調費が削減できるプランです。業界NO,1で世界30
か国以上に100万㎡以上実績がある業界NO,1メーカーです。

一度、この省エネ対策プランを推進している節電ECOショップの

島田社長を紹介しますので、会って話を聞いてもらえませんか。

詳しい資料をメールしますのでダウンロードして、見てください。」

その後の営業から施工実施まで起承転結は㈱節電ECOショップが
全て自社で対応し、施工は全国対応致します。

ご提案の趣旨 節電ＥＣＯショップと一緒に施工獲得をしませんか？



ご紹介について 「Uターン型意思決定システム」の活用

普及サポーター会員の方は、下記①の企業の決定権者のアポ取りだけ。

担当部課長

決定権者・社長、役員・部長

提案についての
検討のご下命

社内稟議
実績に基く決裁

関係部署調整

初回面談時
①、企業トップ向け提案書

③、役員決済向け
・デモ施工とデータ取りによる
提案の裏付け
・施工の決済

④アポ取りが
一番重要

①

②、実務者向け
・節電・健康対策プランの詳細説明
・デモ施工とデータ取り省エネ試算
・社内推進体制の打ち合わせ

③

上記②～④の業務は、全て㈱節電ECOショップが対応致します。



提出先：株式会社節電ＥＣＯショップ

　　　　担当,高堰宛

ＦＡＸ：03-5825-6504

mail：　shop@eco-b.info

普及サポーター名

1、紹介会社概要 URL

訪問先・所在地

面談者
（部署/役職/担当者）

TEL

商談内容
備考

最新面談日時 　　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　　～　　　時

企業紹介；営業優先権利申請書

◎営業優先権利のルールについて

　ルール１：このフォーマットでの報告があった企業のみ、(株)節電ECOショップとして営業優先権利を与えるものとする。

　ルール２：上場企業及び年商100億円以上の企業に関しては、部長クラス以上、

　　　　　それ以外の企業は、意思決定権限者（会長、社長、常務、取締役）に初回アプローチが出来た場合

　　　　　営業優先権利が得られるものとする。面談日時と名刺のコピーが必要です。

　　　　　但し、初回アプローチから3ヶ月経過して進捗が見られない場合は、営業優先権利は失効する。

　ルール3：上記ルールを守らず、本部及び加盟店に迷惑かけた場合は、本部との契約を解除する。



某全国チェーン店
2019年11月～2021年5月現在
全国700店舗以上の施工実績

紹介の成功事例

1店舗当たり40㎡～100㎡の窓ガラス
×毎月約50店舗施工中



窓ガラスの断熱対策が最も快適＆健康＆省エネ効果 ｂｙ資源エネルギー庁

平成23年5月資源エネルギー庁(東電管内の需要構造推計･業務部門)より

空調

照明

OA機器

【オフィスビルにおける用途別電力消費比率】

夏期の電力ピーク期間・時間帯（7月～9月の平日14時前後）
10：00～16：00の電力は空調コスト負担が大きい。

【時間帯別電力需要（機器別）】

資源エネルギー庁、省エネポータルサイトより

個人宅のケース

法人オフィスビルのケース



他製品との施工価格比較

窓の遮熱・断熱リノベーション 省エネ対策商品

⑴Low-Eペアガラス 大判
入替え ￥40,000/㎡～

⑵内窓サッシLow-E
￥40,000/㎡～

⑶遮熱フィルム
￥15,000/㎡～

⑷他社ガラスコーティング
￥15,000/㎡～

⑸冷暖ガラスシールド
￥10,000/㎡

冷暖ガラスシールド 施工価格

延べ床面積 窓面積 Low－Eペアガラス
内窓サッシ 施工価格

遮熱フィルム
他社コーティング 施工価格

冷暖ガラスシールド
施工価格

40㎡ 20㎡ 8㎡×40.000円＝32万円 8㎡×15.000円＝12万円 8㎡×10.000円＝8万円
（紹介手数料1.6万円）

50㎡

100㎡

200㎡

100㎡

200㎡

400㎡

50㎡×40.000円＝200万円 50㎡×15.000円＝75万円 50㎡×10.000円＝50万円
（紹介手数料10万円）

100㎡×40.000円＝400万円
100㎡×15.000円＝150万円 100㎡×10.000円＝100万円

（紹介手数料２０万円）

200㎡×40.000円＝800万円 200㎡×15.000円＝300万円 200㎡×10.000円＝200万円
（紹介手数料40万円）

上記全て税別価格



冷暖ガラスシールドの製品特徴

・UVカット率 26％
・可視光透過率 86％
・赤外線カット率 37％

・UVカット率 99.6％
・可視光透過率 74％
・赤外線カット率 91.1％

施工前 施工後

単板のフロートガラスに塗布した場合 AGCサンバランスのLOW-Eペアガラスに塗布した場合

・UVカット率 72％

・可視光透過率 76％

・赤外線カット率 69％

・SHGC 0.52

・遮蔽係数SC値 0.59

・UVカット率 100％

・可視光透過率 62％

・赤外線カット率 96％

・SHGC 0.32

・遮蔽係数SC値 0.36

施工前 施工後

冷暖ガラスシールドを内窓に塗布するだけで、下記問題が解決されます。

西日が暑い 窓冷えで寒い 結露がひどい 紫外線対策 節電・省エネ 安い施工価格



※上記は理論値ですので、エアコンの種類や電気料金、環境、温度測定結果によって数値は変化します。

冷暖ガラスシールド 10,000 円/㎡ 200,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 3.3 年 69,984 円 2.9 年

高性能遮熱フィルム

他社ガラスコート
15,000 円/㎡ 300,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 5.0 年 69,984 円 4.3 年

Low-Eペアガラス

内窓サッシ
40,000 円/㎡ 800,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 13.3 年 69,984 円 11.4 年

30%削減時 回収施工価格 20㎡施工時 電気料金/kwh 電気料金/年 25%削減時 回収

個人宅20㎡＆法人建物100㎡施工時の償却年数シミュレーション例

エアコン稼働時間1日9:00～17:00の8時間：ピーク時11時～16時の5時間

冷暖ガラスシールド 10,000 円/㎡ 1,000,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 5.7 年 204,984 円 4.9 年

高性能遮熱フィルム

他社ガラスコート
15,000 円/㎡ 1,500,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 8.5 年 204,984 円 7.3 年

高性能遮熱フィルム 15,000 円/㎡ 1,500,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 8.5 年 204,984 円 7.3 年

Low-Eペアガラス

内窓サッシ
40,000 円/㎡ 4,000,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 22.8 年 204,984 円 19.5 年

30%削減時 回収施工価格 100㎡施工時 電気料金/kwh 電気料金/年 25%削減時 回収

◆法人建物100㎡施工時

◆個人宅20㎡施工時



韓国での省エネシミュレート事例

Low-E Double + coating

Clear Double + coating

Clear Double

Low-E Double

韓国建設会社が同条件の4部屋を設置し、温度測定テストを行った結果、室内（部屋中央部）温度は、未施工箇
所との比較で最大で3.6℃低下、年間の空調費削減率が14%(28％)という結果となりました。（※前提条件として
1℃の空調変化で5％の省エネ効果、日本では10％）
韓国の電気料金、人件費等の施工コストを計算した結果、4.9年での回収が可能と判明しました。先進国の中では電
気料金が最も安く、冬の期間がある韓国でも5年以内に回収できます。

◆15階建てビルを想定したシミュレート◆外気温の変化による室内温度比較



モニター施工後の省エネ事例

◆シンガポールのゴルフ場
温度測定の結果、未塗布ガラス（Low-Eガラス）との比較で窓際直射熱最大8℃の温度差がでました。
空調費の削減率で20％という結果となり、投資回収シミュレートでは、電気料金が高く、施工人件費が安い為、2.03年で回収可能と
いう計算になりました。コーティングの保証が10年の為、8年以上２０％～３０％の大きなコスト削減（利益）が見込めます。⇒2年で
回収が終わり、残り8年以上が利益

10月１日 晴れ

最大16.5度の温度差

室内側

◆日本の娯楽施設休憩所
フィルムを貼っているが、効果を感じない為、夏は暑くて誰も部屋の中に入りたがらない。
毎年、エアコンの設定温度を19度にしているが、暑くてどうしようもないので、何とかして欲しい。
との要望で 「冷暖ガラスシールド」 を部分施工し、温度測定を実施しました。
お客様の声 ： 『エアコンの設定を24度に上げても涼しくなった。強烈な遮熱効果を実感した』
エアコン設定温度19℃→24℃でも快適になったことで、5℃の空調負荷軽減（約30～50%）に成功。



モニター施工後の省エネ事例

暖房熱エネルギー

カナダでの熱逃げ防止効果テスト

コーティングあり コーティングなし

■試験内容：
30cm四方のガラスBOXを3体用意し、中に電球を設置した状態で屋外へ設置。
内部温度及び外気温を計測。3体の内、1体のガラスBOXには全面ガラスコート
を塗布し、電球は40Wを使用。残り2体のガラスBOXは未塗布のまま、50Wと
60Wの電球をそれぞれ設置した。

■期間：2013年11月21日9時17分～13時52分測定
■試験箇所：カナダ・バンクーバー
■外気温 ：4℃～５℃、天候は曇り

未塗布60W電球

未塗布50W電球

コーティング40W電球

外気温 平均4～5℃

Outdoor temp

No Coat / 50W

冷暖ガラスシールド

No Coat / 60W

熱源（電球）と、温度計を入れたガラスBOX。コーティングあり・なしを屋外に設置し、それぞれBOX内の温度の推移を計測した結果、

コーティングありのBOX内（40W）の温度が一番高く、コーティングなしのBOX内（50W、60W）よりも熱逃げを抑制しています。

コーティングをすることにより、少ない熱量で室内が暖かくなるため、暖房効率が良くなり、省エネ効果が高いことがわかります。



冷暖ガラスシールドの施工実績のほんの一部

【ザ・ウィンザーホテル洞爺】

【東急病院】【川崎重工業 技術開発本部】 【鹿児島地方法務局 霧島支局】

【アマゾン 小田原倉庫】 【キユーピー本社】

【ホテルジャパン下田】

【江戸川区民ホール】【東京学館 新潟高等学校】 【日本原子力研究開発機構】

【総務省 情報通信政策研究所】 【サッポロビール 千葉工場】



トリプル遠赤冷暖システム
紹介手数料10％
ビジネス提案

2021年4月

18



１.窓で遠赤冷暖 ２.内装で遠赤冷暖 ３.輻射冷暖房で遠赤冷暖
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窓・壁を遠赤外線放射コーティング＆塗料で遮熱・断熱し、

遠赤効果の高い輻射冷暖房と組合せることにより実現します



■赤外線放射率測定

遠赤外線放射率
約９８％

（1989年9月5日神奈川県工業試験場／工試第5-280号）

放射率
（％)

①特殊遠赤セラミック＝遠赤外線放射 ②中空シリカビーズ＝遮熱・断熱性

冷暖遠赤シールドの2大特徴

クリーンエアガードSPの3つの素材

＆

壁
面
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2021年1月 愛知（瀬戸市）モデルハウス オープン
2021年4月 埼玉（川口市）モデルルーム オープン

2021年4月 大阪モデルルーム（高槻市）モデルルームオープン

2021年5月以降 下記エリアのモデルルーム 順次オープン予定
・東京本部（浅草橋）5月中

・福岡（竹下）モデルルーム 5月中
・茨城（笠間市）モデルルーム 5月

中
・沖縄モデルルーム 5月以降

その他、 仙台、栃木、群馬、他順次モデルルームオープン予定。

省エネ健康推進協議会本部 東京都台東区浅草橋 6月中

埼玉支部 ジーネクストクリエイト 埼玉県川口市 ４月オープン済み

茨城支部 ロハスホーム 茨城県笠間市 6月中

宮城支部 宮城県内 7月以降

大阪支部 浩生 大阪府高槻市 ４月オープン済み

省エネ健康推進協議会九州 福岡県博多市 6月中

沖縄支部 沖縄県内 6月中
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トリプル遠赤 で検索または、 https://www.triple-enseki.net/

トリプル遠赤冷暖Webサイト



PROによるDIYサポートプランのご提案 【物販ビジネス】

合計10万円 税、送料別途

セ
ッ
ト
内
容

通常施工価格1㎡1500円
⇒材料代1㎡100円+DIY代

クリーンエアガードＳＰ
ＭＫクリーンコート
クリーンライトコートＷ
クリーンライトコート

セット価格

￥10万円
税別

①「抗菌・抗ウィルス・消臭コート」
1000㎡施工セット

合計10万円 税、送料別途

セ
ッ
ト
内
容

通常施工価格1㎡3500円～
⇒材料代1㎡200円+DIY代

カビサール 5L
モルキラー 5L
MKクリーンコート５L

セット価格

￥10万円
税別

②「除カビ・殺カビ・防カビコート」
500㎡施工セット

合計 10万円 税、送料別

セ
ッ
ト
内
容

通常施工価格1㎡10,000円
⇒材料代1㎡200円+DIY代

ＷＳリムーバー 5L
ＷＳガードコート 5L
ツール一式

セット価格

￥10万円
税別

③うろこ取り、再付着防止コート
500㎡施工セット

◆対象：全国チェーン店、ホテル、グループ企業の福利厚生施設等、店舗・ビル・宿泊施設等を所有している企業

◆メリット：①定期に施工を外注していたメンテナンスコストが、材料代+自社社員施工（DIY施工）で大幅なコスト削減。
②コロナ不況で自社で抱える余剰人員への新しい業務提供。

PROによるDIYサポートプランとは？

法人企業向けに、所有している店舗や事務所、オフィスビル、観光施設など、上記3商品メンテナンス
費用を外注で施工依頼するのではなく、必要な場合は、PROのサポート※を受けながら、
自社人員で施工＝DIY施工することで大幅なコスト削減が実現できる自社内製化プランです。
※別途サポート費用3万円+交通費

普及サポーターの役割＆手数料

◆関心ある企業様への各10万円セットの販売活動 ⇒企業グループや全国チェーン店など販売規模が
大きくなる場合は、決裁者へのアポ取りのみ。詳しい説明等は㈱節電ECOショップが実施。

◆3種の10万円セット⇒7万円の仕入れ＝1セット3万円の手数料



https://www.diy-pro.or.jp/
で検索


