
株式会社テオリアハウスクリニック

取締役 法人営業部長 平 一暁

非破壊断熱の取り組みが

カーボンニュートラルに

もたらすこと



（通称 ジェルコ）
５００社を超える

「リフォーム関連企業」の全国組織

1983年10月発足 38年の実績

本部と全国８支部の事務局

１種会員（住宅リフォーム工事業）

２種会員（商社・流通）

３種会員（メーカー）

４種会員（サービス業等関連事業）



会社紹介

社名

テオリアハウスクリニック

1974年1月24日設立 創業48年

累積施工棟数 ３０万棟

事業所 東京都（練馬区）
千葉県（千葉市）
埼玉県（越谷市）
東京都（町田市）

2015年10月まで
関東白蟻防除株式会社として営業



自己紹介

平 一暁

（たいら かずあき）

株式会社

テオリアハウスクリニック

取締役 法人営業部長

＊ジェルコでは･･･

関東甲信越支部 副支部長

性能アカデミー委員会（本部）

近未来組織改革PJ（本部）



ジェルコリフォームコンテスト
ビジネスモデル部門

株式会社テオリアハウスクリニック

2019年 ジェルコ会長賞＜新規性・独自性分野＞
～テオリアの人材確保・人材育成～

2021年 ジェルコ会長賞＜新規性・独自性分野＞
～テオリアの非破壊断熱～



私たちは床下のプロ



私たちは床下のプロ

シロアリ防除事業を継続するという事は･･･？

•住宅を長持ちさせ、やみくもに新たな資材
を使わない。

•被害を食い止める事が、廃材量を減らす。

•人が居住する部分だけは守り、地球上で
シロアリとヒトが共存する。



私たちは床下のプロ



今までの断熱リフォームとの違い

非破壊
廃材を出さずに省エネを促進

✔カーボンニュートラルに貢献
✔SDGｓに繋がる行動

床下の
断熱施工中



断熱事業取り組みの経緯

•床下のプロが床下から断熱施工を行ったら、
効率が良いのでは･･･？

•1995年、グループ会社テオリアランバーテック
が断熱事業部を設置。

•2010年、テオリアランバーテックがセルローズ
ファイバー老舗施工店の信濃ビケンをM＆A。

•2014年、某大手ハウスメーカーさんより、床下
断熱施工商品の「ヒートカバー」施工の打診が
ある。



断熱リフォーム事業（2015年）



断熱材

16

グラスウール
ガラスを細かい繊維にして綿状に加工した断熱材。

壁、床、天井すべての場所で多用される。
壁内の湿気等に非常に弱いため、防湿対策は必須。



施工事例

床下気流止め

ボード状グラスウール（床下）



断熱材

18

セルローズファイバー
古紙を再利用し、細かくしたばら状の断熱材。
木質繊維のため、繊維の中にある気泡の空気が断熱性能を発揮。
湿気を吸収したり、放出したりする機能がある。



施工事例

天井気流止め

セルローズファイバーの吹き込み作業（天井）



今までの断熱リフォームとの違い

大掛かりな工事となり、

費用・工期の面に障害があった

床断熱の場合

床を剥がす

断熱材を入れる

床の復旧



今までの断熱リフォームとの違い

床を剥がす

断熱材を入れる

床の復旧

床断熱の場合 テオリアハウスクリニック断熱リフォーム



今までの断熱リフォームとの違い

床を剥がす

断熱材を入れる

床の復旧

床断熱の場合 テオリアハウスクリニック断熱リフォーム

床下に入って断熱材を施工



今までの断熱リフォームとの違い

床を剥がす

断熱材を入れる

床の復旧

床断熱の場合

断熱材を入れる

テオリアハウスクリニック断熱リフォーム

非破壊で工事可能



今までの断熱リフォームとの違い

非破壊
✔床下,天井に直接入り断熱材を施工

✔お住まいのまま工事が完了

床下の
断熱施工中



断熱施工をどうやって売る？

そもそも断熱施工って

売れるの･･･？
儲かるの･･･？



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策



現在

日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

制定された年度により以下のように
名付けられている

旧省エネ基準（昭和55年) ・・・等級2

新省エネ基準（平成４年） ・・・等級3

次世代省エネ基準（平成１１年）・・・等級4

平成２５年省エネ基準 ・・・等級4



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

グラスウールのような

床下断熱材の厚み

で表すと



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

なし

昭和55年（1980年）以前のお住まい



現在

日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

制定された年度により以下のように
名付けられている

旧省エネ基準（昭和55年) ・・・等級2

新省エネ基準（平成４年） ・・・等級3

次世代省エネ基準（平成１１年）・・・等級4

平成２５年省エネ基準 ・・・等級4



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

25mm

昭和55年（1980年）以降のお住まい



現在

日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

制定された年度により以下のように
名付けられている

旧省エネ基準（昭和55年) ・・・等級2

新省エネ基準（平成４年） ・・・等級3

次世代省エネ基準（平成１１年）・・・等級4

平成２５年省エネ基準 ・・・等級4



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

45mm

平成4年（1992年）以降のお住まい



現在

日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

制定された年度により以下のように
名付けられている

旧省エネ基準（昭和55年) ・・・等級2

新省エネ基準（平成４年） ・・・等級3

次世代省エネ基準（平成１１年）・・・等級4

平成２５年省エネ基準 ・・・等級4



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策

80mm

平成11年（1999年）～現在新築で建っているお住まい



断熱材のポイント

38

ちなみに

このように隙間ができてしまうことを

断熱欠損と言います



断熱材のポイント

39

冬にこれじゃ…寒いのも当たり前

裸足で歩けない

暖房が効きにくい



断熱設計のポイント

40

断熱欠損しやすい断熱材 ≒硬い断熱材

加工がしづらく、ちょっとしたズレで隙間ができてしまう
(ポリスチレンフォームやフェノールフォームなど）



私たちは床下のプロ



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策



断熱は、なぜ遅々として進まないか

•断熱処理は新築時、大規模リフォーム時
に限定されている。

•エンドユーザーは断熱施工は床を剥がす
など、手間と費用がかかると思っている。

•断熱施工の提案が、大規模リフォームへ
のきっかけ作りになっている。



ウォシュレットの普及率

14.2％が、今や80.2％に！



断熱施工を推進していくには･･･

•既存住宅に安易に断熱施工ができる
しくみを作る。

•断熱は体感商品。大規模リフォームの
ついでではなく、単体で売れるしくみを。

•床下を見れば、９割が現行基準に達して
いない。日頃から床下点検を行う我々が、
無断熱である事を指摘してあげれば･･･



断熱施工をどうやって売る？

断熱が普及する一方で

ちょっと怖い断熱とは･･･



床下断熱が招くシロアリ被害

•高気密高断熱が提唱されて10数年

•断熱材が起因の蟻害は後を絶たない



外基礎断熱でのシロアリ被害



外基礎断熱でのシロアリ被害



外基礎断熱でのシロアリ被害



外基礎断熱でのシロアリ被害





断熱材

55

現場発泡ウレタンフォーム
微細な独立気泡でできた断熱材。
アクアフォーム、アイシネンという商品が主流。
燃えるときに有毒ガスが発生する危険性。シロアリ大好き。
職人の技量で断熱性能に違いが出てしまう。



発泡ウレタン断熱施工の恐怖



断熱材

57

グラスウール
ガラスを細かい繊維にして綿状に加工した断熱材。

壁、床、天井すべての場所で多用される。
壁内の湿気等に非常に弱いため、防湿対策は必須。



施工事例

床下気流止め

ボード状グラスウール（床下）



断熱施工をどうやって売る？

ターゲットの設定①



断熱施工をどうやって売る？

ターゲットの設定①

B2BからB2Cへ



断熱施工売上推移

•2016年度、断熱事業ブランディング

•2019年度、B2Cへターゲット変更



断熱事業のブランディング戦略

エンドユーザーと直接つながる



断熱事業のブランディング戦略

エンドユーザーと直接つながる



断熱事業のブランディング戦略

エンドユーザーと直接つながる



断熱事業のブランディング戦略

エンドユーザーと直接つながる



断熱施工をどうやって売る？

ターゲットの設定➁



断熱施工をどうやって売る？

ターゲットの設定➁

誰が求めてるの？



2014年ごろから

大手ハウスメーカーが断熱リフォームに参入

断熱リフォームの現状



好調に推移

ある大手メーカーでは、断熱リフォーム単体で

年間約1５億円の売上げも (約3000棟)

断熱リフォームの現状



冷房を寒がる女性と帰社して暑がる男性



・理屈で語り倒していないか？

・男目線の営業をしていないか？

失敗した断熱リフォーム営業の現状

営業の現場で、

断熱リフォームを必要としているのは、

女性・子供・高齢者



床下断熱リフォームお客様の声

•鹿児島：T様

今まで素足で歩くと寒くて、すぐ

靴下・スリッパを履いていたのが、

素足で歩いても寒くなく快適に生活

しています。大変満足しています。



床下断熱リフォームお客様の声

•滋賀：I様

台所で立ち仕事をしている時に良く

わかりますが、以前は底冷えのする様

に冷たい空気が上がっていたのが無く

なった。毎年、冷えから腰の痛みがあ

るが、今のところ無いので効果あると

感じています。



床下断熱リフォームお客様の声

•岡山：I様

施工前は朝起きる３０分前に暖房の

タイマー予約をしないと寒くてどうし

ようも無かった。施工後は、起きてか

らスイッチを入れるだけですぐに暖か

くなり、助かっています。



床下断熱リフォームお客様の声

•広島：M様

靴下を履かなくていいようになるよ、

と言われたので半信半疑でしたが、本

当に靴下がいらなくなってびっくりし

てます。将来、お母さんと暮らしても

寒くないので安心です。



・理屈で語り倒していないか？

・男目線の営業をしていないか？

失敗しない断熱リフォーム営業

営業の現場で、

断熱リフォームを必要としているのは、

女性・子供・高齢者＋ペット



私たちは床下のプロ



日本住宅の省エネルギー化の現状、今後の施策



今までの断熱リフォームとの違い

非破壊
廃材を出さずに省エネを促進

✔カーボンニュートラルに貢献
✔SDGｓに繋がる行動

床下の
断熱施工中



ご清聴

ありがとうございました


