
日本エコ協会

ご利用案内



目的

事業内容

目的に資するため、次の事業を行う。

１） 事業拡大、新事業部の立ち上げの際の環境・経営に関する情報提供等の支援。

２） 各種講演会や 環境対策セミナー等、環境対策の普及促進。

３） 施工状況の確認や 施工業者の選定アドバイスなどの各種相談会。

４） 見積もり診断や施策、施工方法確認など適正な環境対策の普及促進。

５） 循環型社会、低炭素社会に関する調査・研究、及び事業化支援。

「共創」

人と人との

“つながり”

お金の

エコ

環境の

エコ

「一般社団法人日本エコ協会」は、環境エコ・経営エコをテーマに集いし会員（個人叉

は法人）が、主体的に協力し合い、人脈拡大・自己啓発・資質向上と経済、経営、技術、

教育並びに新事業、新商品開発の素地を醸成し、人・企業の成長と生き甲斐をを共創する。

また、環境負荷の軽減に貢献できる事業、地球環境に優しい事業を通して安全で豊かな

地域社会創りに寄与すること。更には、経済活動に関する無料相談や制度の紹介を通じ

て関係企業の繁栄及び従業員の福利厚生に貢献し、ひいては日本経済の活性化に寄与す

ることを目的とします。
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　現在、エコ・環境対策は、非常に重要視され注目を浴びており、多くのメーカーが製品を販売し、

新技術の開発や改良に力を注いでいます。しかし、その反面、環境対策自体の分類が多岐にわたり、

それぞれの分類においてさらに商品数が多くなり、ユーザー（使用者）にとっては非常にわかりに

くく、エコに関する知識がなくては製品を選別できない状況になっています。

　日本エコ協会は、環境対策に関する情報を収集・整理し、ユーザーに提供することでエコ活動の

普及・促進に努めます。

日本エコ協会が提供する

■ 情報提供

・ ＬＥＤ照明

・ 遮熱対策

・ 冷暖房費

・ 燃料（重油､ガス）

・ オール電化

・ バイオマスリサイクル

・ 外壁保護

・ 太陽光発電

・ 騒音対策

・ 抗菌､滅菌

・ 環境調査、分析

・ 防水処理

・ アスベスト対策

・ 空気清浄

・ 太陽熱温水器

・ リフォーム

・ 電気契約

・ 臭気対策

・ バイオ燃料

・ 結露防止

・ エコハウス

■ 対応可能な環境対策（2012年9月現在）

・ 共同参画による新事業の立上げ

・ 情報提供、相談ができるサービスサイト構築

・ 各種相談会

・ 見積もり適正診断

・ 施工業者の選定アドバイス、紹介

・ 環境対策、施工方法確認

・ 各種講演会

・ 環境対策セミナー

・ 環境対策の検証、比較データの提供

・ 施策、施工方法の提案

■ その他企画

■相談

活動内容

2



会員区分

正会員 

登録会員

協力会員 

賛助会員 

当会の目的に賛同して入会した個人または法人

入会金100,000円並びに会費月額10,000円

当会の目的に賛同して賛助するために入会した個人または法人

入会金100,000円並びに会費年額120,000円（１口）

当会の目的に賛同して情報・ノウハウを利用する為に入会した個人または法人

入会金10,000円並びに会費年額12,000円

正会員との違いは？

・情報の利用、共同事業への参画はできますが、情報の発信や共同事業の立ち

　上げなどはできません。

・共同事業の参画、推奨商材の取り扱いなどでの優遇の内容が異なります。

・その他、サービスや優遇において内容が異なります。

当会の目的に賛同して応援するために入会した個人叉は法人

入会金3,000円

・各種イベントにて、情報の発信、プレゼンテーションができます。

・共同事業の立ち上げ、推奨商材の取り扱いなどで優遇を受けられます。

・セミナー、講演会、相談会などの開催サポートを受けられます。

・経営者様、メーカー様などに、スポンサーとしてご支援いただきます。

・共同事業の参画、推奨商材の取り扱いなどで優遇を受けられます。

・セミナー、講演会、相談会などの開催サポートを受けられます。

・各勉強会等に参加して情報を得ることができる。
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メリット

会員は区分に従い、様々なメリットを受けることができます。

プレゼンテーションと取扱店の拡大

■ 環境に関わる商材をお持ちの企業様

■ 施工を行う企業様

関連する商材や商品展開方法

・勉強会、講演会など各種イベントの際にプレゼンテーションを行い、取扱店拡大の機会

　を得ることができます。

・様々な情報が集まりますので、相性の良い商材や商品展開方法など、自社商材の新たな

　可能性が広がります。

協会や他会員からの紹介
・取扱店とはならずとも、協会への問い合わせがあった際や、他会員へ知人から相談が

　あった際などに、紹介を受けることができます。

共同事業の立ち上げ
・相性の良い商材を持つ会員企業との両社の長所を生かした共同事業立ち上げのサポート

　を受けることができます。

（正会員）

（正会員）

推奨商材としてアピール
・日本エコ協会の推奨商材として、他会員やお客様にアピールできます。

（正会員）

※推奨商材となるには審査があります。

■ 新規事業のパートナーをお探しの企業様、個人様

共同事業の立ち上げ
・事業のアイデアやノウハウをお持ちでパートナー企業を求める個人様や、事業開始の為

　の協力者を求める企業様などが、各種イベントを利用し募ることができます。

（正会員）

優先的に工事を受注
・協会や他会員から設置工事などを優先的に受注することができます。
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セミナー、相談会等の開催時の優遇

■ 環境に関わる商材をお探しの企業様、個人様

・一般ユーザや企業に対し、各種セミナーを開く際に、準備や参加者募集の支援、費用

　の援助などを受けることができます。

パソコンサポート

共同事業への参画
・他会員が行っている共同事業への参画することができます。

（正会員と協力会員で内容が異なる）

メリット

推奨商材の取り扱い優遇
・当協会の審査を通過した優良な商材の取り扱いに関して優遇を受けることができます。

（正会員と協力会員で内容が異なる）

推奨商材販売マニュアル
・製品情報や営業する上でのポイント、類似品との比較データなどのマニュアルをご用意

　していますので、商材やその分野の知識が無くてもスムーズに事業を始めることができ

　ます。

（正会員、協力会員）

目的によって選べる取扱体制
・「顧客の紹介のみ」「商材の営業まで」「顧客とのやり取りを全て行う」という３つから

　自社にあった取扱体制を選ぶことができます。

（正会員、協力会員）

■ すべての企業様、個人様

・福利厚生、人件費削減、免税制度の活用

・資金繰り、政府系融資制度の紹介

・固定費削減、保険、税関連の合理化相談

・コンサルティング、専門家への相談

簡易ホームページ作成

他会員へのご相談

経営に関するご相談

・事務局のわかる範囲内でパソコン全般に関してのサポートを受けることができます。

・簡易的なホームページを格安で作成することができます。

・専門的な問題や疑問があった際に、他会員へ相談しアドバイスを受けることができます。
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・国内無名メーカーの信頼性を保ちつつ、コストを重視した製品。

【自動制御や大型施設にも対応可能】

・ 多様な分析、２段階の監視レベル

・ ＬＡＮ経由の制御ユニットで配線工事なし。

　 あまり信頼性がない製品は取り扱っておりません。

 デマンド監視システム  安心ネット㈱

◆蛍光灯型、高出力型（水銀灯代替）、

　ダウンライト型など様々なタイプを

　取り揃えております。

 ＬＥＤ照明  安心ネット㈱

◆ＬＥＤ照明メーカー22社徹底比較！

・国内無名メーカーの信頼性、性能、コストで優れた製品。
・国内一流メーカーの信頼性が高く、高価な製品。

※当社が最も重視しているのは信頼性です。海外メーカーなどの安くても

【安価ながら機能充実】

・ 既存LANに接続し離れたパソコンで閲覧

・ 一分単位の計測、２年分のデータ保持

・ 照明や空調などの負荷設備を自動制御。

その他にも様々な製品との組み合わせで、用途に適した構成が可能です。

適な機能を 低限の価格で。

電気基本料金の削減と省エネ推進体制の確立が可能。

推奨商品一覧
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　◆種子島宇宙センターにてテスト施工の結果、高い評価を得て採用

 フミンガラスコーティング  ㈱富士塗装店

遮熱性能は勿論、高い安全性と環境配慮、

施工性が高く経済性に優れるなど、

大手企業などの他社塗料との比較でも

　◆発売以来６年間で、２０万㎡を超える施工実績

ご採用頂ける製品です。

 プロツバル  ㈱富士塗装店

既存の窓ガラスに吹き付け塗装するだけで、快適な室内環境を実現！

①赤外線を５０％以上カット

②紫外線を９０％以上カット

③室内からの景観、明るさはそのまま

④耐久年数は約１０年

⑤結露も抑制

⑥曲面、網入り、すりガラスなど様々なガラスに施工可能

耐候性・防汚性・防錆性・施工性・環境負荷・多色性・価格の総合力で、

　◆電力系大手の遮熱塗料比較評価試験においてNo.1の評価

現在もっとも注目を浴びている太陽光高反射率塗料

節電は窓ガラスから！夏は涼しく、冬は暖かく

冷暖房費のコスト削減と省エネには
　　　　　　　　　フミンガラスコーティング
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・軽いので取り扱いが簡単！（900mm×1800mmで約3.4kg）

 Ｗウインド・エコパネル  安心ネット㈱

 Ｗウインド・エコパネルの特徴

家の熱の出入は、夏約70％、冬約50％が『窓から』

・熱性能が高いので冷暖房費を大幅節約！

・防音効果も高く、車・バイク・電車等 の音も気にならない。

・強度が高く安全！（ガラスの200倍、アクリルの30倍）

・自分で取付できるので工事費がかからない！

 Ｄｙｎａｐ（ﾀﾞｲﾅｯﾌﾟ）  ㈱ライジングＳＵＮ　

特許取得

　　　燃料軽減装置
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〇空気汚染源を吸着・中和・分解 〇初心者でも簡単に塗れる

〇消臭・抗菌・防黴性に富む 〇補修やメンテナンスに優れる

〇下地形状や素材を選ばない 〇構成する成分全てが自然素材

〇化学物質を一切含まない 〇合成界面活性剤不使用

〇木の素材感や質感を損なわない 〇空気汚染源を吸着・中和・分解

〇塗り面積が多く、機械塗装も可能 〇消臭・抗菌にも優れた効果を発揮

 パーシモンウォール、ワークス  安心ネット㈱

　柿渋タンニンと昆布の酵素化石（ケルザイム）で、ホルムアルデヒドなどの

　有害物質を吸着・分解。 安心して健康に暮らせる快適空間を創造します。

 インデュアホームつくば  富士住建㈱

“世界に一つだけの家”をつくる本格的輸入住宅です。

体にやさしい自然素材のぬり壁、無垢の木でできたフローリングから

気密性、耐震性、耐火性に優れた2×4工法など

デザイン、性能ともに優れた建物です。
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Memo
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お気軽にお問い合わせください

〒305-0031　茨城県つくば市吾妻3-8-10-201
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