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営業ツール
小冊子
営業ツールとしてご利用いただける啓蒙用小冊子です。
昭和 56 年以前に建てられた住宅の耐震補強の必要性や断熱工
事の説明・効果・メリットなどを一般の方向けにわかりやすく
解説しています。

申請支援サービス
筋かいセンサー優待価格

長期優良住宅申請支援サービス

耐震診断の現地調査で活躍する筋かいセンサーは、筋かいに特
化した壁うら推定を行う専用機器です。

茨城県新分野開拓商品事業者認定
つくば市創造的研究開発補助事業

よくわかるシリーズ
耐震診断
現地調査 DVD

※省エネ診断 現地調査 DVD は準備中です

現地実習セミナー
現地調査セミナー

・申請代行おまかせコース
耐震・断熱等性能等級の検討から、技術的審査の認定書受領ま
でを幅広くサポートするコースです。

フォーラム会員検索

４号建築物の構造規定（壁量
計算など）
、住宅性能表示制
度の規定（品確壁量、床倍率
など）
、省エネ対策等級など
について、図やグラフを多用
したわかりやすいオリジナル
教材が揃っています。

掲載
受付中

ホームズ君耐震フォーラム

工務 店検 索

会員様の情報を都道府県別に
掲載いたします。
御社のホームページにリンク
することも可能です。
ホームページのアクセス数向
上につながります。

研修・セミナー
長期優良住宅や許容応力
度、省エネリフォームや耐
震診断など、さまざまなテ
ーマでのセミナーを全国各
地で開催しております。

■耐震診断
適切で信頼のある耐震診断を行える技術者の育成を目的とし、
「木造住宅の耐震診断と補強方法」（一般財団法人日本建築防災
協会発行）に基づいた耐震診断の方法を講習と現地実習の両面
から説明いたします。現地実習として、実際の中古住宅で現地
調査を体験していただき、ポイントを学んでいただきます。
■省エネ診断
省エネ診断とリフォーム提案を行える技術者の育成を目的とし、
「住宅の省エネルギー基準の解説」
（一般財団法人建築環境・省
エネルギー機構発行）に基づいた省エネ診断の方法を講習と現
地実習の両面から説明いたします。現地実習では、実際に実習
会場で現地調査を体験していただき、調査項目のポイントを学
んでいただきます。

長期優良住宅対応

耐震診断・補強設計

・構造アドバイスコース
耐震・断熱等性能等級の検討
のみを行い、依頼者様に技術
的審査の申請をしていただく
割安なコースです。
※各コース共に所管行政庁への認定申請は
依頼者様自身で行なっていただきます。

ネットゼロエネルギーハウス
（ZEH）支 援 事 業 で は、実 績
報告書に BELS 等の第三者認
証による評価書の添付が必須
になりましたが、手間がかか
ります。
ホームズ君すまいの安心フォ
ーラムでは、BELS 申請支援
サービスを提供しています。
本サービスは、省エネ診断エ
キスパートをご使用中の安心
フォーラム会員様限定のサー
ビスです。
本サービスでは、お客様が作成された意匠図等をもとに省
エネ性能・ZEH の検討を行います。その後評価機関 へ
「BELS 審査」を依頼し、質疑応答等細かいやり取りを行
い、評価書の交付を受けるまでサポートいたします。
短期間（約 4 週間）で BELS 評価が取得でき、断熱や設
備において ZEH 適合のためのアドバイスが受けられます。
※ZEH の補助金申請はビルダー様に行っていただきます。

BELS（Building-Housing Energy-eﬃciency Labeling System）とは、
建築物の省エネルギー性能を星の数で表した省エネ性能表示制度です。
統一された基準に基づき、第三者認証機関によって評価されますので、
住まい手にとってもわかりやすい表示制度です。

住宅性能診断士ホームズ君サポートセンター

各種セミナーご優待（全国各地）

許容応力度計算

長期優良住宅の申請図書の作り方がわからない、書類作成の時
間がない、評価機関からの指摘事項への対応方法がわからない
などのお悩みはありませんか？
ホームズ君すまいの安心フォーラムでは、上記のお悩みに対応
するため、長期優良住宅申請支援サービスを提供しています。
本サービスは、構造ＥＸをご使用中の安心フォーラム会員様限
定のサービスです。
申請のすべてを依頼したい場合は「申請代行おまかせコース」
を、構造検討のみを依頼したい場合は「構造アドバイスコース」
をお選びください。

BELS 申請支援サービス

省エネ

ソフト実習セミナー（少人数制操作セミナー）
少人 数制 のセ ミナ ーを 開催
し、基本的な操作方法や実務
に即した入力方法などを解説
いたします。
ご自分のパソコンをお持ち込
みいただけますので、短時間
で効果的に習得していただく
ことができます。

ソフトウェアサポート
ソフトの操作方法に関するご質問や、入力に
関する判断基準・解釈などの専門的なご質問
を、FAX とメール、電話でお受けします。
専門のスタッフが、年間 15,000 件以上のサ
ポート対応で蓄積されたノウハウをもとに、
親切・丁寧に回答いたします。
ユーザー様の PC 画面をサポートスタッフ
PC で共有して、スムーズな問題解決を行う
リモートサポートもございます。
ホームズ君サポートセンターでは、基本サポートとして、操作
説明、バージョンアップ、CD・USB キーの破損による交換を
行っています。

ソフトウェアバージョンアップ対応
「住宅性能診断士ホームズ君」のアップ
デートをご提供します。アップデートで
は、不具合の修正だけでなく、新機能を
ご利用いただけるようになります。アッ
プデートは、ホームズ君すまいの安心フ
ォーラム会員様のみへのご提供です。
ア ッ プ デ ー ト 情 報 は、メ ー ル ま た は
FAX で通知いたします。

最新版

データチェックサービス
耐震診断

（一般診断・精密診断）

省エネ診断

（UA 値・ηAC 値・年間暖冷房負荷）
※ご質問内容によっては回答までお時間を要する場合やお答えしかねる場合もあります。
あらかじめご了承ください。

サポート対象範囲外
・診断基準・法・図書の解釈の範囲を超えたご質問
（計算法に関する見解や施工方法等）
・評価・審査機関等からの指摘事項に対する直接の対応 など

住宅性能表示制度
（床倍率・品確法壁量計算）

「住宅性能診断士ホームズ君」に入力したデータをお預
かりして、結果までの計算過程や入力もれ、経験的な見地
からの訂正推奨箇所などをアドバイスいたします。
※ データお預かりから３営業日を目安に回答いたします。

性能評価ツール

住宅履歴情報サービス

ホームズ＆ワトソン君「省エネ計測診断システム」レンタルサービス

住宅性能診断士ホームズ君「マイホーム履歴書」

木造住宅の省エネ性能を診断します。自動測定機能つきの温度計を利用
し、建物の外気温と室内温の変化を測定します。建物の断熱仕様につい
ては、あわせてチェックシートに記入します。これらのデータをもとに、
省エネルギー対策等級相応の省エネ性能評価報告書を作成します。
また、断熱性能を改善するためのリフォームアドバイスもご提示します。

住宅の履歴情報をインターネット上で保存・管理できるサービスです。長期優良住宅で推奨されている履歴保存にも対応しています。
住宅の履歴データは、設定次第で、登録ユーザーと許可されたユーザーさらに施主の間で共有することが可能で、データの単なる登録
先としてだけでなく、登録データを多目的に利用できるサービスです。

インター
ネット

施主
設計事務所
工務店

絵でみる
省エネ診断書

絵でみる
省エネ性能比較表

データセンター
自治体
携帯登録

ドラッグアンドドロップ登録

ホームズ＆ワトソン君「常時微動計測システム」レンタルサービス
地表面・建築物が常に微小な振幅で振動している現象、常時微
動を小型・高性能の加速度センサーを使って計測します。デー
タ解析することにより、建物の固有振動数を算出します。
この固有振動数は木造住宅の剛性を示すため、建物の耐震性を
評価する指標の一つとして利用することができます。
一般診断や精密診断の結果とあわせて、耐震性の検討にお役立
てください。
また、改修工事の前後に計測を行うことによって、剛性の変化
を客観的に検証することが可能です。

現場で撮影、
即登録
住宅性能診断士

ホームズ君連携登録

調査研究
■常時微動による地盤診断
建物の耐震性において、地盤の条件は非常に大きな要素です。
地盤の常時微動を計測して（卓越周期）
、軟弱地盤を判断する
解析手法の研究を進めています。

＜項目設定＞
工事情報
○公開 ●非公開 公開相手設定
写真
●公開 ○非公開 公開相手設定
ファイル
●公開 ○非公開 公開相手設定
山田次郎邸
メモ
○公開
●非公開 工事情報
公開相手設定
＜公開する相手リスト＞
カレンダー ●公開
○非公開 公開相手設定

プログラムの認定・評価の取得
「住宅性能診断士ホームズ君」は、安心してご利用いただくために、
第三者機関によるプログラムの認定・評価制度を積極的に取得し
ています。また、国や自治体の補助制度などを積極的に活用し、
地域の事業活性化に取り組んでいます。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
「 木造建築物電算プログラム認定」

公益財団法人
日本住宅・木材
技術センター

木造建築物電算
プログラム認定
[電算P04-02]
[電算P04-03]
[電算P04-04]

■ホームズ君「耐震診断 Pro」
一般財団法人日本建築防災協会
「木造住宅耐震診断プログラム評価制度」

Z 方向

Y 方向

佐藤工務店
施主

USER0001
USER0100

新築時の設計・施工情報はもちろ
ん、リフォーム工事履歴や維持管理
の予定・実績を登録可能です。設計
図書や見積書・写真・施工協力店情
報などが一元管理できます。
登録方法は現場での携帯電話による
撮影・登録や、「住宅性能診断士ホ
ームズ君」連携登録など簡単な操作
での情報登録を実現しています。
また、公開設定を行えば、施主向け
の情報提供ツールとして利用できる
ほかレポート機能により資料作成も
容易にできます。

提案ツール
住宅性能診断士ホームズ君

住宅性能診断士ホームズ君

構造EX

構造計画

・長期優良住宅設計（耐震等級 2、3）
・木造３階建て設計（許容応力度計算）
・確認申請（壁量・壁の配置・接合部判定）
・住宅性能表示（耐震等級・劣化・維持管理 等）
・中大規模木造建築

■ホームズ君「構造 EX」
「省エネ診断」

X 方向

公開範囲設定
山田次郎邸について、データの公開を設定
します。

設計データや図書をそのまま登録

信頼性向上のための取り組み

ドラッグアンドドロップ
参照ボタンのイライラなし！

・新築時の図面
・リフォーム時の図面や写真
・耐震診断時の図面や写真
・設備点検などの情報
・維持管理の予定と実績情報

一般財団法人
日本建築防災協会

木造住宅耐震診断
プログラム評価

住宅性能診断士ホームズ君

耐震診断Pro

数量拾い・見積作成

・耐震・省エネ改修工事対応
・長期優良住宅 新築工事対応
・
「耐震診断 Pro」
「構造 EX」と連動
( 数量拾い・木拾い )
・ＣＡＤ入力からの自動数量拾い
・テンプレート ( 書式 ) 管理機能
住宅性能診断士ホームズ君

既存住宅の耐震診断・補強設計

・耐震診断（一般診断法・精密診断法）
・耐震補強設計
・３ＤＣＧ振動アニメーション
・確認申請（壁量・壁の配置・接合部判定）

評価番号
[P評価12-改2-W]

住宅性能診断士ホームズ君

省エネ診断エキスパート

あっと簡単見積

すまいのかんたんプレゼン

初期設計・ランドスケープデザイン

・周辺との調和確認
（敷地・配置・ランドスケープ・外構）
・眺望や外部からの視線チェック
・パッシブ要素の確認
（日影・室内日当り・太陽光パネル）

省エネ＆健康的な環境のモニタリング

外皮性能検討・パッシブ設計

・外皮平均熱貫流率 (UA)
・冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC)
・一次エネルギー消費量計算
・長期優良住宅・認定低炭素住宅
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
・パッシブ設計

スマートワトソン君

温湿度モニタリングシステム

・各部屋の温度・湿度がひと目でわかる
・室温・表面温度からわかる体感温度
・健康管理に役立つ
アドバイス機能・アラート機能
・工事不要で手軽に導入
・データは WEB 上でリアルタイムに閲覧可能

安心
安心・安全・快適な住まいを目指して

〒305-0818 茨城県つくば市学園南2丁目7番地
TEL 029-850-3331 FAX 029-850-3334
E-mail info@integral.co.jp
https://www.integral.co.jp/
株式会社

インテグラルテクノロジー

最新情報は...

www.homeskun-f.com
●カタログに記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。 202104

