
カテゴリー：ユニットバスルーム（戸建住宅用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排出
削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位まで）

削減率
（％） 比較品 算出根拠

浴槽断熱(都市ガス) -56 -4,600 64

浴槽断熱(プロパンガス) -68 -7,600 64

浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -37 -1,000 64

省エネ(都市ガス) -160 -13,000 27
節水 -5 -6,300 27
合計(都市ガス) -165 -19,300
省エネ(プロパンガス) -195 -21,700 27
節水 -5 -6,300 27
合計(プロパンガス) -200 -28,000
省エネ(オール電化/エコキュート) -107 -2,900 27
節水 -5 -6,300 27
合計(オール電化/エコキュート) -112 -9,200
浴槽断熱(都市ガス) -56 -4,600 64
省エネ(都市ガス) -160 -13,000 27
節水 -5 -6,300 27
合計(都市ガス) -221 -23,900
浴槽断熱(プロパンガス) -68 -7,600 64
省エネ(プロパンガス) -195 -21,700 27
節水 -5 -6,300 27
合計(プロパンガス) -268 -35,600
浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -37 -1,000 64
省エネ(オール電化/エコキュート) -107 -2,900 27
節水 -5 -6,300 27
合計(オール電化/エコキュート) -149 -10,200
省エネ(都市ガス) -124 -10,000 32
節水 -4 -5,000 32
合計(都市ガス) -128 -15,000 －
省エネ(プロパンガス) -151 -16,800 32
節水 -4 -5,000 32
合計(プロパンガス) -155 -21,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500 32
節水 -4 -5,000 32
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －

対象品名

従来品
(サーモバスSなし）

【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：7℃・サーモバスS
（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：175L、追いだき回数：1回/
日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追いだき
した場合で算出。【比較品】サーモバスSなし【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガス：
665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

節湯効果(リクライニング浴槽)

従来品
浴槽実用水量240L（1600サイ
ズ）
（㈳日本建材・住宅産業協会「浴
室ユニット及び浴槽の省エネ性能基
準に関するJIS開発」成果報告書
及びJISA1719による）

【試算条件】浴槽実用水量：175L、水温：16℃、浴槽湯温：42℃、湯張り日数：365日の場合で算出。【比
較品】浴槽実用水量240L（1600サイズ）【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガ
ス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモバスS/節湯効果(リクライニング浴槽)

従来品
サーモバスS：サーモバスSなし
節湯効果：浴槽実用水量240L
（1600サイズ）
（㈳日本建材・住宅産業協会「浴
室ユニット及び浴槽の省エネ性能基
準に関するJIS開発」成果報告書
及びJISA1719による）

【試算条件】サーモバスSは、ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：7℃・
サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：175L、追いだき回
数：1回/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後
に追いだきした場合で算出。節湯効果は、浴槽実用水量：175L、水温：16℃、浴槽湯温：42℃、湯張り日
数：365日の場合で算出。【比較品】サーモバスSはサーモバスSなし。節湯効果は浴槽実用水量：240L（1600
サイズ）【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：
12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：
0.447kgCO2/kWh

サーモバスS

プッシュ水栓

・スプレーシャワー（ストレートタイプ）＜
メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下水道：
265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税
込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電
気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メ
タル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社基準【単
価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12
円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

ス
パ
ー
ジ
ュ

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]
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カテゴリー：ユニットバスルーム（戸建住宅用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排出
削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位まで）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －
省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -265 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -269 -12,600 －
省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -

省エネ(電気) -26 -1,600 84
従来品
ミニレフ球40W形（3灯）
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出（ライン照明、ダウンライトは各1灯）。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形（3灯）［消
費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -26 -1,600 84

電球費用 - -540 -

合計 -26 -2,140

ネオスライス照明 LED、1灯 省エネ(電気) -14 -800 80
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -14 -800 80
電球費用 - -70 -
合計 -14 -870

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下水道：
265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税
込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電
気：0.447kgCO2/kWh

従来品
ミニレフ球40W形（3灯）
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出（ライン照明、ダウンライトは各1灯）。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ
球40Ｗ形（3灯）［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】
電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社基準【単
価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12
円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

アクアネオ
従来品
（浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L]

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替えた
場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガ
ス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥

サーモ水栓

・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メ
タル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社基準【単
価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12
円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・スプレーシャワー（ストレートタイプ）＜
メタル調＞

ネオスライス照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

ス
パ
ー
ジ
ュ

ライン照明(調光機能付)＋ダウンライト（LE-D1-3A）

ライン照明(調光機能付)＋ダウンライト（LE-D1-3A）
※電球費用含む
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カテゴリー：ユニットバスルーム（戸建住宅用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排出
削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位まで）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

ネオサークル照明 LEDランプ、1灯 省エネ(電気) -14 -800 80
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -14 -800 80
電球費用 - -70 -
合計 -14 -870

ダウンライト LED、3灯 省エネ(電気) -27 -1,600 86
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -27 -1,600 86
電球費用 - -540 -
合計 -27 -2,140

標準乾燥モード
(衣類5kg） 乾燥(電気) -38 -2,300 9

風乾燥モード
（衣類2kg） 乾燥(電気) -193 -11,700 74

浴槽断熱(都市ガス) -50 -4,000 64

浴槽断熱(プロパンガス) -61 -6,800 64

浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -33 -900 64

省エネ(都市ガス) -204 -16,600 35
節水 -7 -8,000 35
合計(都市ガス) -211 -24,600
省エネ(プロパンガス) -248 -27,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(プロパンガス) -255 -35,700
省エネ(オール電化/エコキュート) -137 -3,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(オール電化/エコキュート) -144 -11,700
浴槽断熱(都市ガス) -50 -4,000 64
省エネ(都市ガス) -204 -16,600 35
節水 -7 -8,000 35
合計(都市ガス) -261 -28,600
浴槽断熱(プロパンガス) -61 -6,800 64
省エネ(プロパンガス) -248 -27,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(プロパンガス) -316 -42,500
浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -33 -900 64
省エネ(オール電化/エコキュート) -137 -3,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(オール電化/エコキュート) -177 -12,600

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ネオサークル照明
※電球費用含む LEDランプ、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ダウンライト
※電球費用含む

【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：7℃・サーモバスS
（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：157L、追いだき回数：1回/
日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追いだき
した場合で算出。【比較品】サーモバスSなし【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガス：
665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

節湯効果(エコベンチ浴槽)

従来品
浴槽実用水量240L（1600サイ
ズ）
（㈳日本建材・住宅産業協会「浴
室ユニット及び浴槽の省エネ性能基
準に関するJIS開発」成果報告書
及びJISA1719による）

【試算条件】浴槽実用水量：157L、水温：16℃、浴槽湯温：42℃、湯張り日数：365日の場合で算出。【比
較品】浴槽実用水量240L（1600サイズ）【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガ
ス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモバスS/節湯効果(エコベンチ浴槽)

従来品
サーモバスS：サーモバスSなし
節湯効果：浴槽実用水量240L
（1600サイズ）
（㈳日本建材・住宅産業協会「浴
室ユニット及び浴槽の省エネ性能基
準に関するJIS開発」成果報告書
及びJISA1719による）

換気乾燥暖房機
従来品
換気乾燥暖房機
（品番：UFD-16A）

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を標準乾燥
と風乾燥の場合でそれぞれ算出。標準乾燥は比較品共に衣類量5kgで標準乾燥運転時、風乾燥は比較品共に衣
類量2kgで比較品：標準乾燥運転時の場合と比較。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-16A）【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

【試算条件】サーモバスSは、ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：7℃・
サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：157L、追いだき回
数：1回/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後
に追いだきした場合で算出。節湯効果は、浴槽実用水量：157L、水温：16℃、浴槽湯温：42℃、湯張り日
数：365日の場合で算出。【比較品】サーモバスSはサーモバスSなし。節湯効果は浴槽実用水量：240L（1600
サイズ）【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：
12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：
0.447kgCO2/kWh
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サーモバスS 従来品
(サーモバスSなし）

LED、3灯
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］
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カテゴリー：ユニットバスルーム（戸建住宅用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排出
削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位まで）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -124 -10,000 32
節水 -4 -5,000 32
合計(都市ガス) -128 -15,000 －
省エネ(プロパンガス) -151 -16,800 32
節水 -4 -5,000 32
合計(プロパンガス) -155 -21,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500 32
節水 -4 -5,000 32
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －
省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -265 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -269 -12,600 －

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー（ストレートタイプ）＜
メタル調＞
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【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下水道：
265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税
込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電
気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社基準【単
価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12
円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下水道：
265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税
込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電
気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メ
タル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社基準【単
価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12
円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモ水栓

・スイッチ付エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メ
タル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯
量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］【引用
元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社基準【単
価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12
円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

プッシュ水栓

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー＜ストレートタイプ＞
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カテゴリー：ユニットバスルーム（戸建住宅用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排出
削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位まで）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -
省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -

キュービック照明 LED、1灯 省エネ(電気) -15 -900 89
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 89
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

ソフトダウンライト LED、3灯 省エネ(電気) -24 -1,500 78
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -24 -1,500 78
電球費用 - -540 -
合計 -24 -2,040

天井付パネルライト 蛍光ランプ60W形、1灯 省エネ(電気) -13 -800 76
従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基
準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -13 -800 76

電球費用 - -30 -

合計 -13 -830

天井付パネルライト 蛍光ランプ100W形、1灯 省エネ(電気) -27 -1,600 81
従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -27 -1,600 81

電球費用 - -30 -

合計 -27 -1,630

ネオサークル照明
ブライト照明
ダウンライト

蛍光ランプ、1灯 省エネ(電気) -13 -800 76
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -13 -800 76

電球費用 - -30 -

合計 -13 -830
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【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

LED、3灯

アクアネオ

従来品
（浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L]

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替えた
場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガ
ス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥

シャワー・ド・バス

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替えた
場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガ
ス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

ネオサークル照明
ブライト照明
ダウンライト
※電球費用含む

蛍光ランプ、1灯
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

天井付パネルライト
※電球費用含む 蛍光ランプ60W形、1灯

従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費電力
54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ソフトダウンライト
※電球費用含む

天井付パネルライト
※電球費用含む 蛍光ランプ100W形、1灯

従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

キュービック照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］
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カテゴリー：ユニットバスルーム（戸建住宅用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排出
削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位まで）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

天井付パネルライト LEDランプ60W形、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基
準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85

電球費用 - -70 -

合計 -15 -970

天井付パネルライト LEDランプ100W形、1灯 省エネ(電気) -29 -1,700 86
従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -29 -1,700 86

電球費用 - -140 -

合計 -29 -1,840

ネオスライス照明 LED、1灯 省エネ(電気) -14 -800 80
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -14 -800 80
電球費用 - -70 -
合計 -14 -870

ネオサークル照明 LEDランプ、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

ダウンライト LED、3灯 省エネ(電気) -27 -1,600 86
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電
気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -27 -1,600 86
電球費用 - -540 -
合計 -27 -2,140

標準乾燥モード
(衣類5kg） 乾燥(電気) -38 -2,300 9

風乾燥モード
（衣類2kg） 乾燥(電気) -193 -11,700 74

ア
ラ
イ
ズ
／
リ
モ
ア

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

ネオスライス照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

天井付パネルライト
※電球費用含む LEDランプ60W形、1灯

従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費電力
54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

換気乾燥暖房機
従来品
換気乾燥暖房機
（品番：UFD-16A）

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を標準乾燥
と風乾燥の場合でそれぞれ算出。標準乾燥は比較品共に衣類量5kgで標準乾燥運転時、風乾燥は比較品共に衣
類量2kgで比較品：標準乾燥運転時の場合と比較。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-16A）【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

LED、3灯
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

ネオサークル照明
※電球費用含む LEDランプ、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における
照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ダウンライト
※電球費用含む

天井付パネルライト
※電球費用含む LEDランプ100W形、1灯

従来品<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠

浴槽断熱(都市ガス) -33 -2,700 50

浴槽断熱(プロパンガス) -40 -4,500 50

浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -22 -600 50

省エネ(都市ガス) -56 -4,600 11
節水 -2 -2,200 11
合計(都市ガス) -58 -6,800
省エネ(プロパンガス) -69 -7,600 11
節水 -2 -2,200 11
合計(プロパンガス) -71 -9,800
省エネ(オール電化/エコキュート) -38 -1,000 11
節水 -2 -2,200 11
合計(オール電化/エコキュート) -40 -3,200
浴槽断熱(都市ガス) -33 -2,700 50
省エネ(都市ガス) -56 -4,600 11
節水 -2 -2,200 11
合計(都市ガス) -91 -9,500
浴槽断熱(プロパンガス) -40 -4,500 50
省エネ(プロパンガス) -69 -7,600
節水 -2 -2,200
合計(プロパンガス) -111 -14,300
浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -22 -600 50
省エネ(オール電化/エコキュート) -38 -1,000 11
節水 -2 -2,200 11
合計(オール電化/エコキュート) -62 -3,800
省エネ(都市ガス) -124 -10,000 32
節水 -4 -5,000 32
合計(都市ガス) -128 -15,000 －
省エネ(プロパンガス) -151 -16,800 32
節水 -4 -5,000 32
合計(プロパンガス) -155 -21,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500 32
節水 -4 -5,000 32
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －

対象品名

サーモバスS 従来品
(サーモバスSなし）

【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：5℃・サーモバスS
（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：187L、追いだき回数：1
回/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に
追いだきした場合で算出。【比較品】サーモバスSなし【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税
込）、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：
2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

節湯効果（ラウンドライン浴槽）

従来品
浴槽実用水量210L（1400
サイズ）
（㈳日本建材・住宅産業協
会「浴室ユニット及び浴槽の省
エネ性能基準に関するJIS開
発」成果報告書及び
JISA1719による）

【試算条件】浴槽実用水量：187L、水温：16℃、浴槽湯温：42℃、湯張り日数：365日の場合で算出。
【比較品】浴槽実用水量210L（1400サイズ）【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都
市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係
数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：
0.447kgCO2/kWh

サーモバスS/節湯効果（ラウンドライン浴槽）

従来品
サーモバスS：サーモバスSなし
節湯効果：浴槽実用水量
210L（1400サイズ）
（㈳日本建材・住宅産業協
会「浴室ユニット及び浴槽の省
エネ性能基準に関するJIS開
発」成果報告書及び
JISA1719による）

【試算条件】サーモバスSは、ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：
5℃・サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：187L、追
いだき回数：1回/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯
後4時間後に追いだきした場合で算出。節湯効果は、浴槽実用水量：187L、水温：16℃、浴槽湯温：
42℃、湯張り日数：365日の場合で算出。【比較品】サーモバスSはサーモバスSなし。節湯効果は槽実用水
量：210L（1400サイズ）【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガス：665円/㎥
（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

11

プッシュ水栓

・スプレーシャワー

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル調
＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -264 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -268 -12,600 －
省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -
省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -

キュービック照明 LED、1灯 省エネ(電気) -15 -900 89
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 89
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

ソフトダウンライト LED、3灯 省エネ(電気) -24 -1,500 78
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単
価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -24 -1,500 78
電球費用 - -540 -
合計 -24 -2,040

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・エコフルシャワー<メタル調>
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

アクアネオ
従来品
（浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L]

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替え
た場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税
込）、LPガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/
㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥

サーモ水栓

・スイッチ付エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル調
＞

LED、3灯
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

シャワー・ド・バス
従来品
（浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L]

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替え
た場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税
込）、LPガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/
㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥

キュービック照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ソフトダウンライト
※電球費用含む
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従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

ネオサークル照明
角形照明
スリム照明

蛍光ランプ、1灯 省エネ(電気) -13 -800 76
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -13 -800 76

電球費用 - -50 -

合計 -13 -850

天井付パネルライト LEDランプ60W形、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自
社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85

電球費用 - -70 -

合計 -15 -970

天井付パネルライト LEDランプ100W形、1灯 省エネ(電気) -29 -1,700 86

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -29 -1,700 86

電球費用 - -140 -

合計 -29 -1,840

ネオスライス照明 LED、1灯 省エネ(電気) -14 -800 80
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -14 -800 80
電球費用 - -70 -
合計 -14 -870

ネオサークル照明 LEDランプ、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

ダウンライト LED、3灯 省エネ(電気) -27 -1,600 86
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単
価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -27 -1,600 86
電球費用 - -540 -
合計 -27 -2,140

標準乾燥モード
(衣類5kg） 乾燥(電気) -38 -2,300 9

風乾燥モード
（衣類2kg） 乾燥(電気) -193 -11,700 74

天井付パネルライト
※電球費用含む LEDランプ100W形、1灯

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2
灯）［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

ネオスライス照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ネオサークル照明
角形照明
スリム照明
※電球費用含む

蛍光ランプ、1灯
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

天井付パネルライト
※電球費用含む LEDランプ60W形、1灯

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費
電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

換気乾燥暖房機
従来品
換気乾燥暖房機
（品番：UFD-16A）

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を標準
乾燥と風乾燥の場合でそれぞれ算出。標準乾燥は比較品共に衣類量5kgで標準乾燥運転時、風乾燥は比較
品共に衣類量2kgで比較品：標準乾燥運転時の場合と比較。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-
16A）【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ネオサークル照明
※電球費用含む LEDランプ、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ダウンライト
※電球費用含む
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LED、3灯
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

浴槽断熱(都市ガス) -43 -3,500 60

浴槽断熱(プロパンガス) -52 -5,700 60

浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -28 -800 60

省エネ(都市ガス) -124 -10,000 32
節水 -4 -5,000 32
合計(都市ガス) -128 -15,000 －
省エネ(プロパンガス) -151 -16,800 32
節水 -4 -5,000 32
合計(プロパンガス) -155 -21,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -264 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -268 -12,600 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500 32
節水 -4 -5,000 32
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －
省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500 32
節水 -4 -5,000 32
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －

・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモバス
従来品
(サーモバスなし）
※1200サイズ浴槽

【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、6時間後の温度低下が従来浴槽：5℃・サーモバス
（JIS高断熱浴槽）：2℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：200Ｌ、追いだき回数：1回
/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追い
だきした場合で算出。【比較品】サーモバスなし【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガ
ス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、
LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモ水栓

・スイッチ付スプレーシャワー
・スイッチ付スプレーシャワー＜メタル調＞

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル調
＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

ネオサークル照明
角形照明
円筒形照明

蛍光ランプ、1灯 省エネ(電気) -13 -800 76
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -13 -800 76

電球費用 - -30 -

合計 -13 -830

ネオサークル照明 LEDランプ、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

標準乾燥モード
(衣類5kg） 乾燥(電気) -38 -2,300 9

風乾燥モード
（衣類2kg） 乾燥(電気) -193 -11,700 74

浴槽断熱(都市ガス) -39 -3,100 58

浴槽断熱(プロパンガス) -47 -5,200 58

浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -26 -700 58

省エネ(都市ガス) -204 -16,600 35
節水 -7 -8,000 35
合計(都市ガス) -211 -24,600
省エネ(プロパンガス) -248 -27,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(プロパンガス) -255 -35,700
省エネ(オール電化/エコキュート) -137 -3,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(オール電化/エコキュート) -144 -11,700
浴槽断熱(都市ガス) -39 -3,100 58
省エネ(都市ガス) -204 -16,600 35
節水 -7 -8,000 35
合計(都市ガス) -250 -27,700
浴槽断熱(プロパンガス) -47 -5,300 58
省エネ(プロパンガス) -248 -27,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(プロパンガス) -302 -41,000
浴槽断熱(オール電化/エコキュート) -26 -700 58
省エネ(オール電化/エコキュート) -137 -3,700 35
節水 -7 -8,000 35
合計(オール電化/エコキュート) -170 -12,400

ネオサークル照明
角形照明
円筒形照明
※電球費用含む

蛍光ランプ、1灯
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

換気乾燥暖房機
従来品
換気乾燥暖房機
（品番：UFD-16A）

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を標準
乾燥と風乾燥の場合でそれぞれ算出。標準乾燥は比較品共に衣類量5kgで標準乾燥運転時、風乾燥は比較
品共に衣類量2kgで比較品：標準乾燥運転時の場合と比較。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-
16A）【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

サーモバスS 従来品
(サーモバスSなし）

【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：6℃・サーモバスS
（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：157L、追いだき回数：1
回/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に
追いだきした場合で算出。【比較品】サーモバスSなし【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税
込）、LPガス：665円/㎥（税込)、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：
2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

節湯効果(エコベンチ浴槽)

ネオサークル照明
※電球費用含む LEDランプ、1灯

従来品
浴槽実用水量240L（1600
サイズ）
（㈳日本建材・住宅産業協
会「浴室ユニット及び浴槽の省
エネ性能基準に関するJIS開
発」成果報告書及び
JISA1719による）

【試算条件】浴槽実用水量：157L、水温：16℃、浴槽湯温：42℃、湯張り日数：365日の場合で算出。
【比較品】浴槽実用水量240L（1600サイズ）【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都
市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係
数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：
0.447kgCO2/kWh

【試算条件】サーモバスSは、ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：
6℃・サーモバスS（JIS高断熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：157L、追
いだき回数：1回/日、ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯
後4時間後に追いだきした場合で算出。節湯効果は、浴槽実用水量：157L、水温：16℃、浴槽湯温：
42℃、湯張り日数：365日の場合で算出。【比較品】サーモバスSはサーモバスSなし。節湯効果は浴槽実用水
量：240L（1600サイズ）【引用元】自社基準【単価】都市ガス：181円/㎥（税込）、LPガス：665円/㎥
（税込）、深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモバスS/節湯効果(エコベンチ浴槽)

従来品
サーモバスS：サーモバスSなし
節湯効果：浴槽実用水量
240L（1600サイズ）
（㈳日本建材・住宅産業協
会「浴室ユニット及び浴槽の省
エネ性能基準に関するJIS開
発」成果報告書及び
JISA1719による）

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
（
集
合
）

リ
ノ
ビ
オ
Ｂ
Ｙ
Ｒ

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
（
集
合
）

ソ
レ
オ

11 / 17 ページ



カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -124 -10,000 32
節水 -4 -5,000 32
合計(都市ガス) -128 -15,000 －
省エネ(プロパンガス) -151 -16,800 32
節水 -4 -5,000 32
合計(プロパンガス) -155 -21,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500 32
節水 -4 -5,000 32
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,400 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,100 －
省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －
省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -264 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -268 -12,600 －

プッシュ水栓

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル調
＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

サーモ水栓

・スイッチ付エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞
・スイッチ付エコフル多機能シャワー＜メタル調
＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー（ストレートタイプ）＜メタル
調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞
・エコフル多機能シャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -
省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -109 -12,200 15
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -112 -15,600 -

ネオサークル照明
ブライト照明
角型照明
スリム照明
ダウンライト

蛍光ランプ、1灯 省エネ(電気) -13 -800 76
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -13 -800 76

電球費用 - -30 -

合計 -13 -830

天井付パネルライト 蛍光ランプ60W形、1灯 省エネ(電気) -13 -800 76

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自
社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -13 -800 76

電球費用 - -30 -

合計 -13 -830

天井付パネルライト 蛍光ランプ100W形、1灯 省エネ(電気) -27 -1,600 81

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -27 -1,600 81

電球費用 - -30 -

合計 -27 -1,630

天井付パネルライト LEDランプ60W形、1灯 省エネ(電気) -31 -1,900 93

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -31 -1,900 93

電球費用 - -70 -

合計 -31 -1,970

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替え
た場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税
込）、LPガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/
㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2
灯）［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替え
た場合で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税
込）、LPガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/
㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2
灯）［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

ネオサークル照明
ブライト照明
角型照明
スリム照明
ダウンライト
※電球費用含む

蛍光ランプ、1灯
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

天井付パネルライト
※電球費用含む 蛍光ランプ60W形、1灯

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形［消費
電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

天井付パネルライト
※電球費用含む 蛍光ランプ100W形、1灯

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

天井付パネルライト
※電球費用含む
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LEDランプ60W形、1灯

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

アクアネオ
従来品
（浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L]

シャワー・ド・バス
従来品
（浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L]
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

天井付パネルライト LEDランプ100W形、1灯 省エネ(電気) -29 -1,700 86

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2灯）［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -29 -1,700 86

電球費用 - -140 -

合計 -29 -1,840

ネオスライス照明 LED、1灯 省エネ(電気) -14 -800 80
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -14 -800 80
電球費用 - -70 -
合計 -14 -870

ネオスライス照明 LED、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

ネオサークル照明 LEDランプ、1灯 省エネ(電気) -15 -900 85
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -15 -900 85
電球費用 - -70 -
合計 -15 -970

ダウンライト LED、3灯 省エネ(電気) -27 -1,600 86
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］【引用元】自社基準【単
価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(電気) -27 -1,600 86
電球費用 - -540 -
合計 -27 -2,140

標準乾燥モード
(衣類5kg） 乾燥(電気) -38 -2,300 9

風乾燥モード
（衣類2kg） 乾燥(電気) -193 -11,700 74

天井付パネルライト
※電球費用含む LEDランプ100W形、1灯

従来品
<壁付け照明>
白熱灯60Ｗ形（2灯）
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】<壁付け照明>白熱灯60Ｗ形（2
灯）［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】ミニレフ球40Ｗ形［消費電力34Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

換気乾燥暖房機
従来品
換気乾燥暖房機
（品番：UFD-16A）

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を標準
乾燥と風乾燥の場合でそれぞれ算出。標準乾燥は比較品共に衣類量5kgで標準乾燥運転時、風乾燥は比較
品共に衣類量2kgで比較品：標準乾燥運転時の場合と比較。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-
16A）【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ネオサークル照明
※電球費用含む LEDランプ、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ネオスライス照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ネオスライス照明
※電球費用含む LED、1灯

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。交換用電球単価も含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］
【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ダウンライト
※電球費用含む

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
（
集
合
）

ソ
レ
オ

LED、3灯
従来品
ミニレフ球40W形
［消費電力34Ｗ］
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -7,400 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -14,900 －
省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -264 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -268 -12,600 －

スリム照明
角形照明 蛍光灯　1灯 省エネ(電気) -13 -800 76

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(都市ガス) -186 -15,100 48
節水 -6 -7,500 48
合計(都市ガス) -192 -22,600 －
省エネ(プロパンガス) -226 -25,200 48
節水 -6 -7,500 48
合計(プロパンガス) -232 -32,700 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -363 -9,700 48
節水 -6 -7,500 48
合計(オール電化/エコキュート) -369 -17,200 －

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

Ｂ
Ｐ
系

サーモ水栓

・スイッチ付エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー（ストレートタイプ）＜メタル
調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム

ｆ
ｏ
ｒ
　
Ａ
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｂ
Ｈ
系

・スイッチ付エコフルシャワー
・スイッチ付エコフルシャワー＜メタル調＞サーモ水栓
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －
省エネ(都市ガス) -135 -11,000 35
節水 -4 -5,500 35
合計(都市ガス) -139 -16,500 －
省エネ(プロパンガス) -165 -18,300 35
節水 -4 -5,500 35
合計(プロパンガス) -169 -23,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -264 -7,100 35
節水 -4 -5,500 35
合計(オール電化/エコキュート) -268 -12,600 －

スリム照明
角形照明 蛍光灯　1灯 省エネ(電気) -13 -800 76

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

標準乾燥モード
(衣類5kg） 乾燥(電気) -38 -2,300 9

風乾燥モード
（衣類2kg） 乾燥(電気) -193 -11,700 74

省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －

スリム照明 蛍光灯　1灯 省エネ(電気) -13 -800 76
従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

節水 -158 -480,000 60

従来品
（1993年～1998年発売
品）
[大13L]

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」の生活時間からトイレ回数4回（大1回、小3回）、部
屋数：81室、年間稼働日数：365日、年間稼働率：75％で算出。【引用元】自社基準【単価】上下水道：
700円/㎥(税込)。水道単価は一例です。単価は契約口径等により異なります。【CO2排出係数】上水道：
0.23kgCO2/㎥

・スプレーシャワー
・スプレーシャワー（ストレートタイプ）＜メタル
調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

・エコフルシャワー
・エコフルシャワー＜メタル調＞

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深
夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LP
ガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

共
通

換気乾燥暖房機
従来品
換気乾燥暖房機
（品番：UFD-16A）

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を標準
乾燥と風乾燥の場合でそれぞれ算出。標準乾燥は比較品共に衣類量5kgで標準乾燥運転時、風乾燥は比較
品共に衣類量2kgで比較品：標準乾燥運転時の場合と比較。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-
16A）【引用元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

ド
ゥ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト

サーモ水栓 ・スプレーシャワー
従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム

ｆ
ｏ
ｒ
　
Ａ
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｂ
Ｈ
系

ロータンク便器(ネオボルテックス式；大6L、小5L)

サーモ水栓
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カテゴリー：ユニットバスルーム（マンション・集合住宅・ホテル・病院用） 発行日：2016年2月1日
発行元：株式会社LIXIL

算出機能
年間CO2排
出削減量
[kg/年]

年間削減金額
[円/年]

(100円単位ま
で）

削減率
（％） 比較品 算出根拠対象品名

省エネ(都市ガス) -124 -10,000
節水 -4 -5,000
合計(都市ガス) -128 -15,000 －
省エネ(プロパンガス) -151 -16,800
節水 -4 -5,000
合計(プロパンガス) -155 -21,800 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -242 -6,500
節水 -4 -5,000
合計(オール電化/エコキュート) -246 -11,500 －
省エネ(都市ガス) -58 -4,700 15
節水 -2 -2,400 15
合計(都市ガス) -60 -7,100 －
省エネ(プロパンガス) -70 -7,800 15
節水 -2 -2,400 15
合計(プロパンガス) -72 -10,200 －
省エネ(オール電化/エコキュート) -113 -3,000 15
節水 -2 -2,400 15
合計(オール電化/エコキュート) -115 -5,400 －
省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -115 -12,800 16
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -118 -16,200 -

スリム照明
角形照明 蛍光灯　1灯 省エネ(電気) -13 -800 76

従来品
白熱灯60Ｗ形
［消費電力54Ｗ］

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人におけ
る照明設備の使用時間率から算出。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引用元】自社基準【単価】
電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh

省エネ(都市ガス) -89 -7,300 15
節水 -3 -3,400 15
合計(都市ガス) -92 -10,700 -
省エネ(プロパンガス) -115 -12,800 16
節水 -3 -3,400 15
合計(プロパンガス) -118 -16,200 -

シ
ャ
ワ
ー
・
ド
・

バ
ス

（
Ｐ
Ｂ
品
）

シャワー・ド・バス
従来品
(浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L］

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替え
た場合で算出。【比較品】従来浴槽［浴槽実用水量235L］【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/
㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税込）LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税
込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、
電気：0.447kgCO2/kWh

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】サーモ水栓＋シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」【単価】上下
水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：181円/㎥(税込)、LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円
/kWh（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：
5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh
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32

・スプレーシャワー

シャワー・ド・バス
従来品
(浴槽入浴）
[浴槽実用水量235L］

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が、年間365日の入浴を、シャワー入浴（50L×4人）に切り替え
た場合で算出。【比較品】従来浴槽［浴槽実用水量235L］【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/
㎥（税込）、都市ガス：181円/㎥（税込）LPガス：665円/㎥（税込）、深夜電力：12円/kWh（税
込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、
電気：0.447kgCO2/kWh

シ
ャ
ワ
ー
ユ
ニ
ッ
ト

サーモ水栓

・スイッチ＋マッサージシャワー

32

従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
[最適流量10Ｌ/分]
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