
カテゴリー：キッチン（システムライト） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

商品
区分 対象品名 代表品番 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

省エネ（電気） -3 -130 25
電球費用 - 0 -

合計 -3 -130 -
省エネ（電気） -5 -220 42

電球費用 - -50 -
合計 -5 -270 -

J1W2C090AB(AD)<AA>◆N(ｱﾚｽﾀ)
J1W2K090AB(AD)<AA>◆N(ｱﾚｽﾀ)
P1W2C090AB(AD)<AA>◆N(ﾘｼｪﾙSI)
P1W1D090AB(AD)<AA>◆N(ﾘｼｪﾙSI)
^4W2C090AB#N(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)
^4W1E090AB#R/L(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)

省エネ（電気） -5 -240 46

J1W2C075AB(AD)<AA>◆N(ｱﾚｽﾀ)
J1W2K075AB(AD)<AA>◆N(ｱﾚｽﾀ)
P1W2C075AB(AD)<AA>◆N(ﾘｼｪﾙSI)
P1W1D075AB(AD)<AA>◆N(ﾘｼｪﾙSI)
^4W2C075AB#N(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)
^4W1E075AB#R/L(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)

省エネ（電気） -7 -310 58

W1W2C060AB(AD)<AA>◆N(ｱﾚｽﾀ)
W1W2K060AB(AD)<AA>◆N(ｱﾚｽﾀ)
P1W2C060AB(AD)<AA>◆N(ﾘｼｪﾙSI)
P1W1D060AB(AD)<AA>◆N(ﾘｼｪﾙSI)
^4W1X060AB#R/L(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)
^4W1Z060AB#R/L(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)

省エネ（電気） -7 -310 58

J1W2A045AB(AD)<AA>◆R/L(ｱﾚｽﾀ)
J1W1Z045AB(AD)<AA>◆R/L(ｱﾚｽﾀ)
P1W1X045AB(AD)<AA>◆R/L(ﾘｼｪﾙSI)
P1W2T045AB(AD)<AA>◆R/L(ﾘｼｪﾙSI)
^4W1X045AB#R/L(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄT)
^4W1Z045AB#R/L(ﾘｼｪﾙﾌﾟﾗｯﾄ)

省エネ（電気） -9 -420 79

J1WNL090AB(AD)◆N(ｱﾚｽﾀ)
J1WJE090AB(AD)◆N(ｱﾚｽﾀ)
P1WJE090AB(AD)◆N(ﾘｼｪｴﾙSI)
P1WPW090AB(AD)◆N(ﾘｼｪﾙSI)

省エネ（電気） -3 -130 25

J1WNL075AB(AD)◆N(ｱﾚｽﾀ)
J1WJE075AB(AD)◆N(ｱﾚｽﾀ)
P1WJE075AB(AD)◆N(ﾘｼｪｴﾙSI)
P1WPW075AB(AD)◆N(ﾘｼｪﾙSI)

省エネ（電気） -3 -130 25

クイックポケット
(LED照明付き)

P1WKQ090(075)AB(AD)◆N
P1WKR090(075)AB(AD)◆N
(DSUPL090/DSUPL075)

省エネ（電気） -6 -270 50
従来品
安定器付蛍光灯
［消費電力22Ｗ］

【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】安定器付蛍光灯［消費電力
22W］【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
安定器付蛍光灯
［消費電力22Ｗ］

【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】安定器付蛍光灯［消費電力
22W］【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
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従来品
安定器付蛍光灯
［消費電力22Ｗ］

【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】安定器付蛍光灯［消費電力
22W］【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

インバーター照明付き

LED照明付き

インバーター・
コンパクトタイプ

LEDタイプ KL-Z60L1

EI-S60C
EI-S56C
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カテゴリー：キッチン（水栓金具） 発行日：2016年2月17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

省エネ（都市ガス） -134 -10,900 52
節水 -2 -3,000 31

合計（都市ガス） -136 -13,900 －
省エネ（プロパンガス） -162 -18,000 52

節水 -2 -3,000 31
合計（プロパンガス） -164 -21,000 －
省エネ（都市ガス） -79 -6,500 31

節水 -2 -3,000 31
合計（都市ガス） -81 -9,500 －

省エネ（プロパンガス） -97 -10,700 31
節水 -2 -3,000 31

合計（プロパンガス） -99 -13,700 －
省エネ（都市ガス） -121 -9,800 47

節水 -2 -2,300 24
合計（都市ガス） -123 -12,100 －

省エネ（プロパンガス） -147 -16,300 47
節水 -2 -2,300 24

合計（プロパンガス） -149 -18,600 －
省エネ（都市ガス） -121 -9,800 47

節水 -2 -2,300 24
合計（都市ガス） -123 -12,100 －

省エネ（プロパンガス） -147 -16,300 47
節水 -2 -2,300 24

合計（プロパンガス） -149 -18,600 －
省エネ（都市ガス） -62 -5,000 24

節水 -2 -2,300 24
合計（都市ガス） -64 -7,300 －

省エネ（プロパンガス） -75 -8,300 24
節水 -2 -2,300 24

合計（プロパンガス） -77 -10,600 －
省エネ（都市ガス） -62 -5,000 24

節水 -2 -2,300 24
合計（都市ガス） -64 -7,300 －

省エネ（プロパンガス） -75 -8,300 24
節水 -2 -2,300 24

合計（プロパンガス） -77 -10,600 －
省エネ（都市ガス） -62 -5,000 24

節水 -2 -2,300 24
合計（都市ガス） -64 -7,300 －

省エネ（プロパンガス） -75 -8,300 24
節水 -2 -2,300 24

合計（プロパンガス） -77 -10,600 －

対象品名

ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
水
栓

タ
ッ
チ
レ
ス
水
栓
 
ナ
ビ
ッ
シ
ュ

B8タイプ

A5タイプ

従来品
整流吐水型ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
[最適流量6L/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】整流吐水型シングルレバー［最適
流量6L/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「住宅事業建築主の判断の基準」【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：
181円/㎥(税込)、プロパンガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、
都市ガス2.23kgCO2/㎥、プロパンガス5.98kgCO2/㎥

従来品
整流吐水型ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
[最適流量6L/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】整流吐水型シングルレバー［最適
流量6L/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」、「住宅事業建築主の判断の基準」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)、プロパンガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：
0.23kgCO2/㎥、都市ガス2.23kgCO2/㎥、プロパンガス5.98kgCO2/㎥

A7タイプ・エコセンサー付

B7タイプ・エコセンサー付

A9タイプ・エコセンサー付

B5タイプ

A6タイプ・浄水器ビルトイン型
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カテゴリー：キッチン（水栓金具） 発行日：2016年2月17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） -105 -8,600 41
節水 -1 -1,600 17

合計（都市ガス） -106 -10,200 －
省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41

節水 -1 -1,600 17
合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
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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】整流吐水型シングルレバー［最適
流量6L/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「住宅事業建築主の判断の基準」【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：
181円/㎥(税込)、プロパンガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、
都市ガス2.23kgCO2/㎥、プロパンガス5.98kgCO2/㎥

従来品
整流吐水型ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
[最適流量6L/分]

DNタイプ・エコハンドル

クロマーレ・エコハンドル

浄水器ビルトイン型・エコハンドル

DSタイプ・エコハンドル

グースネック・エコハンドル

クロマーレ・エコハンドル

MINTAシャワー・エコハンドル
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カテゴリー：キッチン（水栓金具） 発行日：2016年2月17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） -105 -8,600 41
節水 -1 -1,600 17

合計（都市ガス） -106 -10,200 －
省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41

節水 -1 -1,600 17
合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
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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】整流吐水型シングルレバー［最適
流量6L/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「住宅事業建築主の判断の基準」【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：
181円/㎥(税込)、プロパンガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、
都市ガス2.23kgCO2/㎥、プロパンガス5.98kgCO2/㎥

従来品
整流吐水型ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
[最適流量6L/分]

ノルマーレ・エコハンドル

ミンタJG・エコハンドル

ノルマーレ・エコハンドル

ノルマーレ・エコハンドル

ノルマーレ・エコハンドル

クロマーレ・エコハンドル
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カテゴリー：キッチン（水栓金具） 発行日：2016年2月17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） -105 -8,600 41
節水 -1 -1,600 17

合計（都市ガス） -106 -10,200 －
省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41

節水 -1 -1,600 17
合計（プロパンガス） -129 -15,900 －
省エネ（都市ガス） -105 -8,600 41

節水 -1 -1,600 17
合計（都市ガス） -106 -10,200 －

省エネ（プロパンガス） -128 -14,300 41
節水 -1 -1,600 17

合計（プロパンガス） -129 -15,900 －

シ
ン
グ
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水
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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】整流吐水型シングルレバー［最適
流量6L/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「住宅事業建築主の判断の基準」【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：
181円/㎥(税込)、プロパンガス：665円/㎥（税込）【CO2排出係数】上水道：0.23kgCO2/㎥、
都市ガス2.23kgCO2/㎥、プロパンガス5.98kgCO2/㎥

従来品
整流吐水型ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
[最適流量6L/分]

ノルマーレ・エコハンドル
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カテゴリー：キッチン（加熱機器） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

代表品番 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

省エネ（都市ガス） -31 -2,500 19

省エネ（プロパンガス） -38 -4,200 19

省エネ（都市ガス） -31 -2,500 19

省エネ（プロパンガス） -38 -4,200 19

省エネ（都市ガス） -31 -2,500 19

省エネ（プロパンガス） -38 -4,200 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -37 -4,100 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -38 -4,200 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -38 -4,200 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -38 -4,200 19

合計（都市ガス） -32 -2,600 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

合計（都市ガス） -32 -2,600 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

合計（都市ガス） -32 -2,600 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

合計（都市ガス） -32 -2,600 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

対象品名

ガス・３口コンロ・
無水両面焼グリル付

ガ
ス
コ
ン
ロ

従来品
ガスコンロ
(1990～1993年発売品）

【試算条件】省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基
づきガス消費量を算出(３人家族を基準）。【比較品】ガスコンロ（1990
～1993年発売品）【引用元】省エネルギー統一省エネラベリング制度【単
価】都市ガス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）
【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：
5.98kgCO2/㎥

・R3736A1W7T

・R3G734A1W(W/Y/P/G/V/C)V

・R3734B1W1V
・R3734B0W1V
・R3634B1W1V
・R3634B0W1V

・R3736B1W7T

・H3735C1W2T
・H3635C1W2T

・R3G735A1W(W/Y/P/G/V/C)V

・R3735A1W2T
・R3635A1W2T

・H3735A1W2V
・H3735A0W2V
・H3635A1W2V
・H3635A0W2V

・R3735B1W2V
・R3735B0W2V
・R3635B1W2V
・R3635B0W2V

・P3735A1W2V
・P3635A1W2V

・R3735A1W7T

・R3634B0WWV(B/C/D)

・R3634B1W2V(C/D)

・H3734A1W2V
・H3734A0W2V
・H3634A1W2V
・H3634A0W2V
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カテゴリー：キッチン（加熱機器） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

代表品番 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

合計（都市ガス） -32 -2,600 19

合計（プロパンガス） -39 -4,200 19

省エネ（都市ガス） -32 -2,600 20

省エネ（プロパンガス） -39 -4,300 19

省エネ（都市ガス） -32 -2,600 20

省エネ（プロパンガス） -40 -4,400 20

合計（都市ガス） -32 -2,600 20

合計（プロパンガス） -39 -4,300 19

合計（都市ガス） -32 -2,600 20

合計（プロパンガス） -39 -4,300 19

合計（都市ガス） -32 -2,600 20

合計（プロパンガス） -39 -4,300 19

合計（都市ガス） -30 -2,400 18

合計（プロパンガス） -36 -4,000 18

合計（都市ガス） -31 -2,500 19

合計（プロパンガス） -38 -4,200 19

合計（都市ガス） -33 -2,700 20

合計（プロパンガス） -40 -4,400 20

合計（都市ガス） -33 -2,700 20

合計（プロパンガス） -40 -4,400 20

合計（都市ガス） -34 -2,700 21

合計（プロパンガス） -42 -4,600 21

合計（都市ガス） -15 -1,200 9

合計（プロパンガス） -18 -2,000 9
・CH-VRS7VJG
・CH-VRS6VJG 合計（電気） -58 -3,500 22

・HT-K300HTWFH
・HT-K300HTFH
・HT-K300XTWFW
・HT-K300XTFW

合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-MRS7VJG
・CH-MRS6VJG 合計（電気） -58 -3,500 22

ガス・２口コンロ・
無水両面焼グリル付

ガス・２口コンロ・
無水両面焼グリル付

ガス・３口コンロ・
無水両面焼グリル付

I
H
ヒ
ー
タ
ー

IH・３口コンロ・
無水両面焼グリル付

ガ
ス
コ
ン
ロ

ガス・２口コンロ・
片面焼グリル付

従来品
ガスコンロ
(1990～1993年発売品）

【試算条件】省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基
づきガス消費量を算出(３人家族を基準）。【比較品】ガスコンロ（1990
～1993年発売品）【引用元】省エネルギー統一省エネラベリング制度【単
価】都市ガス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）
【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：
5.98kgCO2/㎥

従来品
3口電気こんろ
(1987～1998年発売品）

【試算条件】（社）日本電機工業会の基準における「代表調理メニューに
必要なエネルギーの算出」に基づき消費電力量を算出。【比較品】３口電
気こんろ（1987～1998年発売品）【引用元】（社）日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

・RT63WH5TVL

・RTS65AWG34V

ガス・３口コンロ・
無水片面焼グリル付

ガス・２口コンロ
（片面焼グリル）

・H1423A0LH(V/K)(D/E)

・R1633A0WH(V/K)(B/C/D/E)

・RT33NJH7SCL

・URG655TS-JG

・R3634B0WHV

・R1423A0LH(V/K)(A/B/C/D/E)

・R1633B0WH(V/K)

・H1633A0RH（V/K）(A/B/C/D/E/P)
・H1633B0RH(A/H)(V/K）

R1633A0R1V(A/B/C/D/H)

・H1633A0R2V(A/B/C/D/H)
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カテゴリー：キッチン（加熱機器） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

代表品番 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

・HT-K200HTWFH
・HT-K200HTFH
・HT-K200XTWFW
・HT-K200XTFW

合計（電気） -58 -3,500 22

・CS-PT34HNWSR
・CS-PT34HNSR 合計（電気） -58 -3,500 22

・CS-T34VNWSR
・CS-T34VNSR 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-TRS7VJG
・CH-TRS6VJG 合計（電気） -58 -3,500 22

・HT-K100HTWFH
・HT-K100HTFH
・HT-K100XTWFW
・HT-K100XTFW

合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-HRS7VJG
・CH-HRS6VJG 合計（電気） -58 -3,500 22

・HT-K8STWFS
・HT-K8STFS 合計（電気） -58 -3,500 22

・CS-KG32MS 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-AST6FJG(A/B/C/D/E/H)
・CH-AS6FJG(A/B/C/D/E/H)
・CH-A6FJG(A/B/C/D/E/H)

合計（電気） -58 -3,500 22

・HT-H60SS(A/B/C/D/H)
・HT-H6SK(A/B/C/D/H)
・HT-H6KK(A/B/C/D/H)

合計（電気） -58 -3,500 22

IH・２口コンロ・
無水両面焼グリル付 ・CH-D60KGJG 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-CL22D3JG 合計（電気） -58 -3,500 22

・CS-KMG28B 合計（電気） -58 -3,500 22

・CS-KMH28B 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-HS20ASW(200V) 合計（電気） -58 -3,500 22

・HT-40A 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-11BSW（Ｔ）（100V用） 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-12BSW(T)（200V用） 合計（電気） -58 -3,500 22

・CS-T34BFR 合計（電気） -58 -3,500 22

・CH-XS30FJG 合計（電気） -58 -3,500 22

I
H
ヒ
ー
タ
ー

IH・３口コンロ・
無水両面焼グリル付

従来品
3口電気こんろ
(1987～1998年発売品）

【試算条件】（社）日本電機工業会の基準における「代表調理メニューに
必要なエネルギーの算出」に基づき消費電力量を算出。【比較品】３口電
気こんろ（1987～1998年発売品）【引用元】（社）日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）【CO2排出係数】電気：
0.447kgCO2/kWh

IH・３口コンロ・
両面焼グリル付

IH・２口コンロ

IH・１口コンロ

IH・３口コンロ
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カテゴリー：キッチン（レンジフード） 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

換気（電気） -124 -7,500 34
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -148 -9,110
換気（電気） -124 -7,500 34
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -148 -9,110
換気（電気） -124 -7,500 34
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -148 -9,110
換気（電気） -124 -7,500 34
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -148 -9,110
換気（電気） -124 -7,500 34
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -148 -9,110
換気（電気） -124 -7,500 34
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -148 -9,110
換気（電気） -130 -7,800 36
照明（電気） -24 -1,500 83

電球費用 - -110 -
合計（電気） -154 -9,410
換気（電気） -62 -3,800 17
照明（電気） -27 -1,700 94

電球費用 - -110 -
合計（電気） -89 -5,610
換気（電気） -62 -3,800 17
照明（電気） -27 -1,700 94

電球費用 - -110 -
合計（電気） -89 -5,610
換気（電気） -63 -3,800 18
照明（電気） -27 -1,700 94

電球費用 - -110 -
合計（電気） -90 -5,610

<換気>
従来品

レンジフード
(1986～1993年発売品）

<照明>
白熱灯60W形

【試算条件】<換気>換気扇の設計上の標準使用期間を設定するため
の標準使用条件「JIS C 9921-2｣に定められた年間使用時間(2,410
時間）に基づき消費電力量を算出。<照明>「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】<換気>レンジフード(1986～1993年発売品）<照明>白熱
灯60W形【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

センターフードFEDタイプ

センターフードFED同時給排タイプ

サイドマントルFEDサイドLEDタイプ同時給排タイプ

サイドマントルFEDタイプ

マントルフードFEDタイプ

サイドマントルFEDサイドLEDタイプ

サイドマントルFED同時給排タイプ

マントルフードHVRタイプ

サイドマントルHVR同時給排タイプ

対象品名

FEDシリーズ

HVRシリーズ

サイドマントルHVRタイプ
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カテゴリー：キッチン（レンジフード） 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

換気（電気） -149 -9,000 41
照明（電気） -28 -1,700 97

電球費用 - -110 -
合計（電気） -177 -10,810
換気（電気） -149 -9,000 41
照明（電気） -28 -1,700 97

電球費用 - -110 -
合計（電気） -177 -10,810
換気（電気） -114 -6,900 32
照明（電気） -27 -1,700 94

電球費用 - -110 -
合計（電気） -141 -8,710
換気（電気） -114 -6,900 32
照明（電気） -27 -1,700 94

電球費用 - -110 -
合計（電気） -141 -8,710
換気（電気） -144 -8,700 40
照明（電気） -26 -1,600 89

電球費用 - -110 -
合計（電気） -170 -10,410
換気（電気） -144 -8,700 40
照明（電気） -26 -1,600 89

電球費用 - -110 -
合計（電気） -170 -10,410
換気（電気） -149 -9,000 42
照明（電気） -28 -1,700 97

電球費用 - -110 -
合計（電気） -177 -10,810

【試算条件】<換気>換気扇の設計上の標準使用期間を設定するため
の標準使用条件「JIS C 9921-2｣に定められた年間使用時間(2,410
時間）に基づき消費電力量を算出。<照明>「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】<換気>レンジフード(1986～1993年発売品）<照明>白熱
灯60W形【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>
従来品

レンジフード
(1986～1993年発売品）

<照明>
白熱灯60W形

マルチフードタイプ

SERシリーズ

SERソフトプッシュスイッチ同時給排・エコタイプ

SERソフトプッシュスイッチ・エコタイプ

NSDシリーズ

CLSソフトプッシュスイッチ同時給排タイプ

NSTシリーズ

サイドマントルNSDタイプ

CLSシリーズ

CLSソフトプッシュスイッチタイプ

サイドマントルNSD同時給排タイプ
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カテゴリー：キッチン（食器洗い乾燥機） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

対象品名 代表品番 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

省エネ（電気） 147 8,900 -
省エネ（都市ガス） -255 -20,800 78

節水 -12 -14,400 89
節約（洗剤） -2 -400 25

合計（都市ガス） -122 -26,700 －
省エネ（電気） 147 8,900 -

省エネ（プロパンガス） -315 -35,000 78
節水 -12 -14,400 89

節約（洗剤） -2 -400 25
合計（プロパンガス） -182 -40,900 －

省エネ（電気） 147 8,900 -
省エネ（都市ガス） -255 -20,800 78

節水 -12 -14,400 89
節約（洗剤） -2 -400 25

合計（都市ガス） -122 -26,700 －
省エネ（電気） 147 8,900 -

省エネ（プロパンガス） -315 -35,000 78
節水 -12 -14,400 89

節約（洗剤） -2 -400 25
合計（プロパンガス） -182 -40,900 －

省エネ（電気） 147 8,900 -
省エネ（都市ガス） -255 -20,800 78

節水 -12 -14,400 89
節約（洗剤） -2 -400 25

合計（都市ガス） -122 -26,700 －
省エネ（電気） 147 8,900 -

省エネ（プロパンガス） -262 -29,100 75
節水 -12 -14,400 89

節約（洗剤） -2 -400 25
合計（プロパンガス） -129 -35,000 －

省エネ（電気） 156 9,500 -
省エネ（都市ガス） -241 -19,600 74

節水 -12 -14,000 87
節約（洗剤） 0 300 9

合計（都市ガス） -97 -23,800 －
省エネ（電気） 156 9,500 -

省エネ（プロパンガス） -244 -27,200 70
節水 -12 -14,000 87

節約（洗剤） 0 300 9
合計（プロパンガス） -100 -31,400 －

手洗い

【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）、上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガ
ス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）、食洗用洗剤：0.72円
/g、手洗い用洗剤：0.60円/ml【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh、上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：5.98kgCO2/㎥、
洗剤：2.96gCO2/円

深
型
タ
イ
プ

・NP-45VD7SJG

・NP-45RE6WJG

・NP-45ME7WJG

・NP-45KE7WJG
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カテゴリー：キッチン（食器洗い乾燥機） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

対象品名 代表品番 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

省エネ（電気） 121 7,300 -
省エネ（都市ガス） -232 -18,900 79

節水 -12 -13,000 89
節約（洗剤） -4 -1,600 48

合計（都市ガス） -127 -26,200 －
省エネ（電気） 121 7,300 -

省エネ（プロパンガス） -241 -26,700 75
節水 -12 -13,000 89

節約（洗剤） -4 -1,600 48
合計（プロパンガス） -136 -34,000 －

省エネ（電気） 121 7,300 -
省エネ（都市ガス） -232 -18,900 79

節水 -12 -13,000 89
節約（洗剤） -4 -1,600 48

合計（都市ガス） -127 -26,200 －
省エネ（電気） 121 7,300 -

省エネ（プロパンガス） -241 -26,700 75
節水 -12 -13,000 89

節約（洗剤） -4 -1,600 48
合計（プロパンガス） -136 -34,000 －

省エネ（電気） 121 7,300 -
省エネ（都市ガス） -232 -18,900 79

節水 -12 -13,000 89
節約（洗剤） -4 -1,600 48

合計（都市ガス） -127 -26,200 －
省エネ（電気） 121 7,300 -

省エネ（プロパンガス） -241 -26,700 75
節水 -12 -13,000 89

節約（洗剤） -4 -1,600 48
合計（プロパンガス） -136 -34,000 －

省エネ（電気） 127 7,700 -
省エネ（都市ガス） -218 -17,800 74

節水 -11 -12,600 87
節約（洗剤） -4 -1,600 48

合計（都市ガス） -106 -24,300 －
省エネ（電気） 127 7,700 -

省エネ（プロパンガス） -223 -24,700 70
節水 -11 -12,600 87

節約（洗剤） -4 -1,600 48
合計（プロパンガス） -111 -31,200 －

手洗い

【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）、上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガ
ス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）、食洗用洗剤：0.72円
/g、手洗い用洗剤：0.60円/ml【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh、上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：5.98kgCO2/㎥、
洗剤：2.96gCO2/円

・NP-45KS7WJG

・NP-45MS7WJG
・NP-45MS7SJG

浅
型
タ
イ
プ

・NP-45RS6WJC(A/B/C/D/H)
・NP-45RS6WJP
・NP-45RS6SJC(B/C/D)
・NP-45RS6KJA(B/C/D)

・NP-45VS7SJG
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カテゴリー：キッチン（食器洗い乾燥機） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

対象品名 代表品番 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

省エネ（電気） 108 6,500 -
省エネ（都市ガス） -130 -10,500 67

節水 -7 -8,000 84
節約（洗剤） -2 -900 48

合計（都市ガス） -31 -12,900 －
省エネ（電気） 108 6,500 -

省エネ（プロパンガス） -131 -14,600 63
節水 -7 -8,000 84

節約（洗剤） -2 -900 48
合計（プロパンガス） -32 -17,000 －

省エネ（電気） 0 0 -
省エネ（都市ガス） -280 -22,700 100

節水 -12 -13,700 100
節約（洗剤） 11 4,000 -69

合計（都市ガス） -281 -32,400 －
省エネ（電気） 0 0 -

省エネ（プロパンガス） -301 -33,500 100
節水 -12 -13,700 100

節約（洗剤） 11 4,000 -69
合計（プロパンガス） -302 -43,200 －

省エネ（電気） 177 10,700 -
省エネ（都市ガス） -194 -15,700 72

節水 -9 -11,400 86
節約（洗剤） -3 -1,100 40

合計（都市ガス） -29 -17,500 －
省エネ（電気） 177 10,700 -

省エネ（プロパンガス） -197 -21,900 68
節水 -9 -11,400 86

節約（洗剤） -3 -1,100 40
合計（プロパンガス） -32 -23,700 －

省エネ（電気） 173 10,400 -
省エネ（都市ガス） -199 -16,100 74

節水 -9 -11,200 85
節約（洗剤） -3 -1,100 40

合計（都市ガス） -38 -18,000 －
省エネ（電気） 173 10,400 -

省エネ（プロパンガス） -201 -22,500 70
節水 -9 -11,200 85

節約（洗剤） -3 -1,100 40
合計（プロパンガス） -40 -24,400 －

手洗い

【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）、上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガ
ス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）、食洗用洗剤：0.72円
/g、手洗い用洗剤：0.60円/ml【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh、上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：5.98kgCO2/㎥、
洗剤：2.96gCO2/円

・NP-45CS6SJG

浅
型
タ
イ
プ

・RKW-404GPM-SVJG

・RKW-C401CSV-JA(A/B/C/D)
・RKW-C401C-JA(A/B/C/D)

・RKW-404AMSV-JG
・RKW-404ASV-JG
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カテゴリー：キッチン（食器洗い乾燥機） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

対象品名 代表品番 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

省エネ（電気） 91 5,500 -
省エネ（都市ガス） -218 -17,800 74

節水 -11 -12,600 87
節約（洗剤） -4 -1,600 48

合計（都市ガス） -142 -26,500 －
省エネ（電気） 91 5,500 -

省エネ（プロパンガス） -223 -24,700 70
節水 -11 -12,600 87

節約（洗剤） -4 -1,600 48
合計（プロパンガス） -147 -33,400 －

省エネ（電気） 91 5,500 -
省エネ（都市ガス） -218 -17,800 74

節水 -11 -12,600 87
節約（洗剤） -4 -1,600 48

合計（都市ガス） -142 -26,500 －
省エネ（電気） 91 5,500 -

省エネ（プロパンガス） -223 -24,700 70
節水 -11 -12,600 87

節約（洗剤） -4 -1,600 48
合計（プロパンガス） -147 -33,400 －

省エネ（電気） 264 15,900 -
省エネ（都市ガス） -291 -23,600 75

節水 -14 -16,300 86
節約（洗剤） 0 -200 20

合計（都市ガス） -41 -24,200 －
省エネ（電気） 264 15,900 -

省エネ（プロパンガス） -297 -33,000 71
節水 -14 -16,300 86

節約（洗剤） 0 -200 20
合計（プロパンガス） -47 -33,600 －

省エネ（電気） 147 8,900 -
省エネ（都市ガス） -407 -33,000 85

節水 -11 -12,800 88
節約（洗剤） 0 200 12

合計（都市ガス） -271 -36,700 －
省エネ（電気） 147 8,900 -

省エネ（プロパンガス） -428 -47,600 83
節水 -11 -12,800 88

節約（洗剤） 0 200 12
合計（プロパンガス） -292 -51,300 －

・RKW-601CSV-JG

浅
型
タ
イ
プ

手洗い

【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）、上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガ
ス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）、食洗用洗剤：0.72円
/g、手洗い用洗剤：0.60円/ml【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh、上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：5.98kgCO2/㎥、
洗剤：2.96gCO2/円

自
立
式

・NP-45VD7SJG

・EW-45L1SMJG

・EW-45V1SJG

14 / 15 ページ



カテゴリー：キッチン（食器洗い乾燥機） 発行日：2016年2月5日
発行元：株式会社ＬＩＸＩＬ

対象品名 代表品番 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

省エネ（電気） 256 15,400 -
省エネ（都市ガス） -213 -17,400 72

節水 -11 -12,200 84
節約（洗剤） 0 200 12

合計（都市ガス） 32 -14,000 －
省エネ（電気） 256 15,400 -

省エネ（プロパンガス） -217 -24,100 68
節水 -11 -12,200 84

節約（洗剤） 0 200 12
合計（プロパンガス） 28 -20,700 －

フ
ロ
ン
ト
オ
ー
プ
ン
タ
イ

プ

・RKWR-F402CSV-JG 手洗い

【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。【引用元】日本電機工業会
基準【単価】電気：27円/kWh（税込）、上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガ
ス：181円/㎥（税込）、プロパンガス：665円/㎥（税込）、食洗用洗剤：0.72円
/g、手洗い用洗剤：0.60円/ml【CO2排出係数】電気：0.447kgCO2/kWh、上水
道：0.23kgCO2/㎥、都市ガス：2.23kgCO2/㎥、プロパンガス：5.98kgCO2/㎥、
洗剤：2.96gCO2/円
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