
導入事例
高断熱仕様ご検討中の建築士様必見！
フェノバボードを導入いただいた事例6選

フクビ化学工業株式会社
https://www.fukuvi.co.jp/



はじめに

フェノバボードとはこんな断熱材

特長 1

高断熱ガスを密閉していることで
薄くても高断熱性能を維持

✓高い断熱性能

✓性能の長期維持

✓安心の防火性能

特長 2

他発泡プラスチック断熱材に比べて
断熱性能の経年変化が少ない

熱伝導率0.019W/(m・K)※

特長 3

熱に強く、炎を当てても
燃え広がりません
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目次

住宅 非住宅

１．株式会社中井総合建築
断熱等級をクリア＆プレカット対応が決め手

２．九州八重洲株式会社
外気温は３度でも、室温は１８度の家

４．有限会社オーケイホームズ
屋根の厚み規制をクリアした、G２レベル

３．アイレストホーム株式会社
毎年モデルハウスを建設し続け、辿り着いた
UA値０．２５（G３レベル）の家

５．株式会社ウェブリーディング
外張付加断熱でUA値0.34達成（5地域 HEAT20 G2）

１．特定非営利活動法人リバース
トンネル内の漏水対策

フェノバボードを導入した事例
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床

床

床

床

壁

壁

壁

屋根

屋根

屋根
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住宅の高断熱化や環境問題が意識されており、約6～7年前
から床根太を無くして24mm合板にするなど、構造にこだ
わっています。以前は303ピッチのフクフォームを自社で
カットして埋めていましたが、大工施工のため気密性が課
題でした。そういった経緯もあった中で、プレカット対応
と断熱等級もクリアできるフェノバボードを材木店からご
紹介頂き、導入することに決めました。

１．株式会社中井総合建築

♦社 名：株式会社中井総合建築様
（福井県越前市）

♦業 種：工務店
♦担当者名：代表取締役 中井様
♦採用部位：床

断熱等級をクリア＆プレカット対応が決め手

―フェノバボードを導入したきっかけを教えてください。

―フェノバボードを導入したことで得られた効果について教え
てください。
断熱材は細かな間毎に隙間なく埋めていく必要があります。
施工時のことを考えますと、フェノバボードはプレカット
対応可能ということで、約2日程工数を短縮できるので、大
変助かっています。また従来と同じ断熱材の厚みと比べて
フェノバボードは薄くてかさばらないため、持ち運びもし
やすく効率的に作業できた点です。

住宅

4

https://www.nakaisogo.com/


♦社 名：九州八重洲株式会社様
♦業 種：ビルダー
♦担当者名：暮らし描き事業部

執行役員田代様、古賀様

住宅の良し悪しは何をもって決めるの
か？車であれば燃費がどのくらいで走る
とか、機能面などが比較しやすいかと思
います。その面、住宅においては指標と
なるものが少ないように感じませんか？
また、一般の住宅をご購入されるお客様
に知られていないように感じます。そこ
で今回九州八重洲では１０年先を見据え
た住宅を分かりやすい指標で建築しよう
と思います。住宅の暮らしやすさの条件

♦測定モデルの仕様

フェノバボードを導入頂いた「HEAT20 

G3 モデル」と、非フェノバボードの
「ZEH相当モデル」で比較しました。

２．九州八重洲株式会社

―高断熱仕様の住宅を建てようと思ったきっ
かけを教えてください。

として、自分に合った使い勝手であった
り自分の好みなデザインや空間の適切な
広さまた、外部空間との一体感などが考
えられます。しかしながら上記の条件は
人によって様々で分かりにくいものです。
今回挑戦する住宅はもっと分かりやすく
することを目指し、３６５日、２４時間、
快適に過ごせる住宅を建築します。キー
ワードは皆さまよく耳にするかと思いま
す「超高断熱・超高気密」です。超高断
熱・超高気密を行うことにより住宅がど
のように変化していくのかを、このPJを
通してお伝えしていきたいと思います。
（執行役員 暮らし描き事業部部長 田代
様 ブログより引用）

♦測定データ〈1F リビング〉

測定日は2021年2月17日（雪）で、福岡
県（地域区分6地域）で測定しました。
下記表による「ZEH相当モデル」では外
気温2.4℃前後のなか室温は8.8～10.3℃

／表面温度（壁面部、開口部）6.1℃、
3.5℃と低温になった一方、「HEAT20 

G3モデル」では外気温3.0℃のなか、室
温17.8℃／表面温度（開口部）14.3℃と
暖かい室温になりました。さらに、エア
コン20分稼働後では、「ZEH相当モデ
ル」では15℃前後だった一方、
「HEAT20 G3モデル」では室温21.7℃ま
で上昇しました。

外気温は3度でも、室温は18度の家

住宅

※測定結果は一例であり、性能を保証するものではありません。 5
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２．九州八重洲株式会社

♦結果まとめ：室温の変化

右記グラフによると、フェノバボードを
導入した「HEAT20 G3 モデル」では、
エアコン稼働前でリビング17.8℃／主寝
室18.1℃、エアコン稼働20分後ではリビ
ング21.7℃／主寝室20.5℃でした。
WHO（世界保健機関）は2018年に公表
した「住宅と健康に関するガイドライ
ン」のなかで、冬の室内温度として
18℃以上を強く勧告しています。これ
は、住宅が健康に影響を与えることを

住んでいる身からすると大満足です。
冬場でも暖房を数日程度しか暖房をつ
けていないです。夏よりも、特に冬に
実感します。昨今では省エネ基準の説
明義務化により、窓に加え、屋根・床
といったこれまで関心の薄かった部位

―フェノバボードを導入したことによる効
果と今後期待することを教えてください。

住宅

♦測定データ〈2F 主寝室〉

※測定結果は一例であり、性能を保証するものではありません。

下記表においても、「HEAT20 G3モデル」
の室温の暖かさがわかります。「ZEH相当
モデル」との差はエアコン稼働前で7～
9℃前後、エアコン20分稼働後では9～
11℃となりました。

意味しており、英国保健省年次報告書で
は18℃未満であると血圧上昇や循環器
系疾患の恐れがあると報告されています。
また、断熱改修前後で疾病の症状の変化
を比べ、断熱改修後に症状が改善した
データもあります。（参照：WHO 

Housing and health guidelines）

の断熱性を気にするお施主様が増えて
います。建物の形状は色々ありますの
で、付加断熱の施工方法や納まりの充
実を求めます。また、こちらは製品の
特性上ハードルが高いかもしれません
が、対防水性UPにもぜひチャレンジく
ださい。（暮らし描き事業部 古賀様）
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♦社 名：アイレストホーム株式会社様
（広島県広島市）

♦担当者名：常務取締役 旦堅司郎様
♦採用部位：基礎断熱（90㎜）

外壁（60㎜）、床（45㎜）
【※床のみ付加断熱の2層目】

十数年前までは、付加断熱は数件しか採
用していませんでした。しかし、当時の
モデルハウスにてサーモグラフィー測定
を行ったところ、木材から熱欠損が発生
していることがわかり、断熱性・快適性
を高めることにおいて熱橋対策の重要性
に気づきました。
そのときから付加断熱に興味を持ち始め、
今では壁の付加断熱を採用したプランを
商品化しております。2021年モデルハウ
スでは、床の熱橋にも注目し、床の付加
断熱工法も取り入れました。

♦熱橋対策の重要性に気づく

♦毎年モデルハウスを建設し、自ら違い
を体感

♦2021年、ようやく満足のいく住ま
い心地を実現！UA値0.25

３．アイレストホーム株式会社

毎年モデルハウスを建設し続け、
辿り着いたUA値0.25
(G3レベル)の家

―フェノバボードを導入したきっかけを教
えてください。

当社では毎年モデルハウスを建設しており
ます。ここ数年は断熱性・快適性を求め、
実証実験を重ねてきました。1年間モデルハ

そこでG3基準というものを知り、
2021年の春にUA値0.25という高断
熱仕様のモデルハウスの建設を試み
ました。結果、冬はもちろん、夏は
吹き抜けの1階33帖のフロアに、14
帖対応のエアコン1台で、上部まで

住宅

ウスとして運用するので、リアルな
体感として断熱性・快適性の違いを
研究することができます。例えば、
冬の暖かさを強く実感したのは、北
海道のZEHレベル(UA値0.4)を達成
し、0.38のモデルハウスを建てたと
きです。その際も、内断熱だけでは
限界があったので付加断熱を行いま
したが、まだ改善の余地があると思
いました。冬は暖かく断熱効果を実
感できたのですが、夏の暑さに対す
る対策としては、まだ満足のいくも
のではなかったからです。
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３．アイレストホーム株式会社

♦UA値0.25の実現のためにフェノバ
を採用

上記の数値をクリアするには、断熱レ
ベルをかなり強化しないといけません。
そこで導入したのがフェノバボードで
す。フェノバボードは熱伝導率が業界
トップクラスですので、他の断熱材よ
り薄くても高い断熱性能を発揮します。
特に、外張断熱に関しては、外壁材の
重みやサッシとの取り合いがあるので、
出来るだけ断熱材の厚みを薄くできる
フェノバボードを導入しました。他に
も防火性も備わっており、安心・安全
の製品であることも決め手となりまし
た。

―今後もフェノバボードを導入いただ
くにあたり、どういったことを期待さ
れますか？

外張断熱の施工手順をより確実で安心
なものにしていただくために、耐久性
等の検証を行い、今後の製品開発に生
かしていただけると嬉しく思います。

住宅

アイレストホーム株式会社 常務取締役 旦堅司郎様

冷えを逃がさない暑さ対策を実現で
きました。UA値0.38から0.25の劇的
な効果の差を体感できたのです。
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当社が携わる現場は、高度斜線がある狭
小地が多いため屋根の厚みに制限があり
ます。当初はグラスウールを検討してい
ましたが、G2レベル（UA値0.4以下）を
クリアするには厚みが大きくなりすぎる
ことと、施工性の悪さが課題となりまし
た。そこで高断熱性能かつ、厚みが薄い
ことが特徴の、フェノバボードの導入に
至りました。ほかにもグラスウールより
も省施工、気密性が高まる点や、成形品
においても他社製品にはない遮熱性が高
いことも導入の決め手となりました。床
については、基礎断熱ではなく床断熱で
かつG2レベルを目標にしていたこともあ
り、特に高性能断熱材を求めておりまし
た。そこで屋根と同様、施工性が悪いグ
ラスウールよりも、省施工かつ高性能断
熱を実現できるフェノバボードに至りま
した。

―フェノバボードを導入したきっかけを教
えてください。

冬の効果としては、数値的にも満足
のいく結果でした。また夏の現場で
の屋根の施工後には、現場職人たち
が断熱材の有無の差で涼しさを体感
しておりました。施工中も1台のエ
アコンで涼しさを維持し、施工しや
すかったと聞いております。

住宅４．有限会社オーケイホームズ

♦社 名：有限会社オーケイホームズ様
（東京都葛飾区）

♦担当者名：チーフマネージャー 向山様
♦採用部位：屋根（付加断熱）、床

屋根の厚み規制をクリアした
G２レベル

―フェノバボードを導入したことによ
る効果を教えてください。

現場カットの際、粉が大量に出るた
め清掃が大変でした。プレカット対
応ではなく、現場でカットすること
で融通が利くこともありますので、
そういった面も製品開発に生かして
いただければ幸いです。

―今後もフェノバボードを導入いただ
くにあたり、どういったことを期待さ
れますか？
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いては特に問題ないと考えていました。
そんななか貴社よりフェノバボードをご
提案頂きました。次世代の断熱基準
HEAT20も視野に入れながら、実際にフェ
ノバボードの断熱性能を体感できる淡路
島のモデルハウスを見学しました。その
日は波風荒れる極寒の2月3日でしたが、
入室してみますと室内はとても暖かく大
変驚きました。冬の悪天候で海が近い住
宅であっても、室内が十分暖かいことを
まさに体感しました。また、壁の充填断
熱は従来の吹付工法を導入しつつも、外
張付加断熱等でフェノバボードを導入す
れば、Ⅴ地域でHEAT20のＧ2モデルのUA
値0.34をクリアできたことも導入の決め
手となりました。

―フェノバボードを導入したきっかけを教
えてください。

エネファームの太陽光プランは余剰
電力が使い放題なので、電気代は安
く基本料金程度です。弊社にフェノ
バボードを使用した80坪のモデルハ
ウス兼事務所がありますが、エアコ
ンなしで十分暖かいです。床のフル
プレカットも採用しており、工期短
縮・残材削減をすることができます
ので大変助かっています。

住宅

―フェノバボードを導入したことで得
られた効果について教えてください。

壁の外張付加断熱によって壁の厚み
が増え、全体の納まりに影響が出る
部位があります。水切り等の関連部
材が規格品では対応できなくなる
ケースがあるため、フェノバボード
で外張施工した際の関連部材も併せ
て開発していただけるとありがたい
です。

―今後もフェノバボードを導入いただ
くにあたり、どういったことを期待さ
れますか？

５．株式会社ウェブリーディング

♦社 名：株式会社ウエブリーディング様
（奈良県香芝市）

♦業 種：工務店
♦担当者名：代表取締役 前田千幸様
♦採用部位：床、外壁、屋根

外張付加断熱でUA値0.34達成
（5地域 HEAT20 G2）

当社では比較的早めの段階からZEHに取
り組んでいたこともあり、断熱性能につ

大変満足しています。夏はエアコン
がよく効き、冬はエアコンなしで床
暖房のみで十分暖かいです。
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道路用のトンネル内にひび割れが起きますと、漏水が発生
します。漏水が発生することで、冬場につららが発生しま
す。晩に冷え昼間にかけて暖かくなるとつららがトンネル
内に落ち、事故につながります。このような事故防止を目
的とし、北海道開発局はトンネル内の熱抵抗値の基準値を
地域毎に定めています。ウレタンですと熱伝導率は一般的
に0.02～0.03、他社製品の断熱材でも0.02台が多数のなか、
断熱性能がよい材料を求めており、業界最高クラスの断熱
性能0.019W/(m・K)のフェノバボードを導入しました。

トンネル内の漏水対策

―フェノバボードを導入したきっかけを教えてください。

非住宅１．特定非営利活動法人リバース

♦社 名：特定非営利活動法人リバース様
♦用 途：トンネル安全施設

断熱面導水パネル
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お問い合わせ窓口
フェノバボードに関するお問い合わせは
下記フォームよりご連絡ください。

サービス詳細・お問い合わせ

サンプル請求
サンプルも無料進呈中です。

どうぞお気軽にご相談ください。

無料UA値計算
ご検討されるUA値水準に応じた最適な

フェノバボードの選定・ご提案を行っております。
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♦フクビ化学工業株式会社 建材事業推進課
（旧フェノバボード推進室）

♦担当者：加藤実紀
♦E-Mail：phenovaboard@fukuvi.co.jp
♦TEL ：03-6890-0401
（受付時間平日 9：00～17：30）

mailto:phenovaboard@fukuvi.co.jp
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