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建物診断

分析・提案

実施計画・設計

・実施設計を提供します。　建物を価値あるものとして維持するとともに、時間の経過の

中で必要になった機能や新しい機能を付加し、建物の『改修』・『再生』をすることによ

って新たな資産価値を生み出し、事業性を向上させることが出来ます。

　●　建築仕上診断、建築設備診断

　●　耐震診断（耐震改修・免震改修）

改修・再生

運営・維持管理

業務サポート

建物調査

　●　エンジニアリング・レポート

　●　中長期修繕計画

　●　ＢＣＰ（事業継続計画）

　●　セキュリティ診断

　●　省エネルギー診断（省エネ改修）

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

業務フロー

　　建築物の『資産価値を高めるため』のご提案をします。

　私たち人間が健康診断を受けるのと同じ様に、建物にも建物診断が必要です。

建物を長期にわたって維持していくために、的確な調査・診断・分析にもとづく実施計画

　●　施設の木質化、木造化

　●　大規模改修、大規模修繕

　●　定期調査報告業務

　●　施工の発注サポート

　●　施工の工事監理業務

　●　補助金・助成金の活用サポート

　●　維持管理サポート
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省エネ機器への
機能更新

バリアフリー化

非常用発電機 受変電設備

複数の通信キャリアとの契約

天井落下防止、照
明・空調機落下防止

重要機器用のＵＰＳ（無
停電電源装置）を設置

重要機器用の空調電源を
確保

屋上緑化
コージェネレーショ
ンシステムの導入

内装改修

継続的電力供給のための燃料備蓄

オイルタンク

事務室

停電時の照明・コン
セント電源の確保

太陽光発電設備

浸水対策、津波、
豪雨災害への備え

地震に強いエレベーター

・大地震にも自己復旧可能

避難階段の安全性
の確保

電気、給水安定供給
のための二重化

外壁落下防止対策

雨水利用設備

サーバー室 空調機ＵＰＳ

事務室

事務室

事務室

災害対策本部

事務室

事務室

防災機器の電源確保

免震改修液状化対策

様の課題に最適な解決策をご提案します。

『改修』・『再生』のメニュー

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　当社では、お客様にとって最適な事業実現のための多彩な『改修』・『再生』のハード

やソフトを有しており、それらの多種多様な技術やノウハウを組み合わせることで、お客

ライフラインが途絶
えても飲料水確保

ライフラインが途絶
えてもトイレの使用

可能

水廻りリニューアル

節水衛生器具への更新

階段

防災センター
帰宅困難者対
応一時避難場

機械室 水槽室 緊急汚水槽
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建築仕上診断 　り外壁及び屋上防水など）の定期診断

・非構造部材（外壁タイル・モルタル塗

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　長寿命な建築物が増えることが予想される今日、年月の経過した外壁等に関する問題は、

人命の安全にも直結した問題であり、また、躯体の耐久性にも関係するものであり、今後

一層重要になっていくものと考えられます。

です。建築設備は、メンテナンスや機器の更新の頻度が高いので、適切な維持管理を行な

・建築仕上の補修、改修計画に必要な診断

・被災後（地震・火災など）臨時外壁診断

うことが経済的損失を少なくすることにもつながります。

・非構造部材（外壁タイル・モルタル塗

建築仕上診断・建築設備診断

　建築設備は、地球環境を念頭においた省エネルギー運転等が進み、年々その重要性を増

大させていますが、その範囲が広くシステム自体も複雑であり、さらに毎日稼動している

という特徴もあります。したがって、日常のメンテナンスや定期的な検査・診断が不可欠

　また、建築物は、用途や規模などにより色々な点検が法令によって義務付けられていま

す。点検を適切に実施し、安全で快適な建築物にしましょう。

・建築設備についての社会的陳腐化対応や

建築設備診断 ・建築設備についての物理的劣化診断

　り外壁及び屋上防水など）の臨時診断

・被災後（地震・火災など）臨時建築設備診断

・建築設備の補修、改修計画に必要な診断

　快適性、経済性、耐震性を観点とした診断

・建築設備の定期検査の結果を受けた

　詳細診断
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空調

省エネルギー診断

省エネルギー対策例

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　省エネルギーの専門技術者が、建築物における各種設備（熱源設備・熱搬送設備・

空調設備・照明設備等）の診断を実施して、エネルギー消費量の削減方法の提案等を

おこないます。

　空調効率の管理 ・空調区画の適正化

項目 対策例 項目 対策例

　空調運転管理 ・室内設定温湿度の適正化　給湯設備管理 ・給湯温度の適正化

・外気取り入れ量制御

　擬音装置等）

■　給湯設備・給排水設備 　■　空気調和設備・換気設備

■　照明設備・昇降機設備・電気設備

・休日、夜間のスケジュール制御

　給排水設備管理 ・中水（雨水・井水等）の利用

・節水対策（節水コマ、自動洗浄、

・外気利用（外気冷房）

　省エネ機器の導入 ・熱搬送機器速度制御

　（VAV変風量・VWV変流量）

・運転時間の見直し

・運転時間の見直し

項目 対策例

・全熱交換機の設置

　換気設備管理 ・換気回数の適正化

・省エネ型蛍光灯の採用

・エレベーターの稼動台数制御

　照明設備管理 ・照度の適正化

・不要時間帯消灯（昼光利用など）

　受変電設備管理 ・電圧の調整

・デマンドの適正化

　昇降機設備管理 ・エレベーターの停止階数の制御

・エスカレーターの時間帯別運転

・不要時間帯電源遮断

　自販機管理 ・省エネ型機器の導入

・力率改善制御

　ＯＡ機器管理 ・待機時電力の削減

　燃焼装置性能管理 ・空気比の適正化

　冷凍機性能管理 ・冷水出口温度の適正化

■　一般管理

・時間帯別制御

項目 対策例

■　熱源設備・熱搬送設備

　エネルギー管理 ・組織の整備

　体制 ・管理標準の設定

項目 対策例

　エネルギー使用量 ・日・月使用量の記録

　管理

　計測・記録の ・計測機器の設置

　実施状況 ・定期的な計測、記録の実施

　機器の保守管理 ・機器の性能管理

　ＰＤＣＡサイクル ・ＰＤＣＡサイクル管理

　エネルギー消費 ・エネルギー消費原単位

　原単位管理 （例：ＭJ/㎡・年）管理

　熱搬送設備の運転 ・ポンプ、ファンの台数制御

　管理 ・ポンプ、ファンの回転数制御

　熱源機器の運転管理 ・熱源機器の台数制御

　補機の運転管理 ・冷却塔の運転制御

　配管系統 ・蒸気漏れ対策

・保温対策

中央監視室 機械室 電気室

　蓄熱槽の管理 ・蓄熱効率の適正化

　排ガス温度・ ・排ガス温度の設定

　排熱回収 ・熱回収（ＨＰ・ＣＧＳ等）

便所・給湯

事務室 換気

照明エレベーター
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　が得られるように提案します。

エスコ事業

地球環境の保全に貢献するビジネスです。

　エスコ事業とは、省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、お客様の利益と

　改修する省エネルギーを提案します。

　が得られるように提案します。

次世代技術でできる省エネルギー

フェーズ　４ ・利用者の周囲に限定した空調や照明と

　することで、更なる省エネルギー効果

建物全体でできる省エネルギー

フェーズ　３ ・大規模更新時に高性能の省エネ技術を

エスコ事業者の経費

エネルギー 返
済
分

金利

消費量又は 初期投資

光熱水費支出

エネルギー

　確実な運用による省エネルギーを提案

　します。

部分単位でできる省エネルギー

フェーズ　２ ・空いた部分を、建物を使用しながら

消費量又は

光熱水費支出

　建物のフェーズ（状況）にあわせた省エネルギー対策をご提案いたします。

顧客の利益

提
案

予定削減率44.4％

実績削減率48.2％

エスコ提案実施前 エスコ提案実施後

エネルギー

使用量

横浜こども科学館エスコ事業

　　※当社ほか2社の共同事業

　導入して、最大限の省エネルギー効果

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

省エネルギー改修

運用改善でできる省エネルギー

フェーズ　１ ・機器の運転時間の設定などのルールと

平成23年度

実績
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　　・映像監視システム

　　・侵入監視システム

　　・

　　・映像監視システム

　　・侵入監視システム

　　・

■

セキュリティ診断

業務の継続性確
保

・立地環境、敷地に関する技術的事項

システム構成例

ドッドウエル　ビー・エム・エス

　を提案します。

・建築物に関する技術的事項を提案し

・非常通報システム

・防犯センサーシステムシステム別の提案

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　建築物の防災・防犯体制やセキュリティシステムを検証し、ご要望に応じた幅広い

セキュリティプランをご提案します。

・非常時の電力、通信、飲料水、トイレなど

防犯を考慮した
施設整備の提案

　業務継続に必要な設備機能確保の提案をし

　ます。

・計画停電時の業務に必要な設備機能確保の

　提案をします。

　ます。

・映像監視システム

・その他のシステム

・侵入監視システム

・防災センサーシステム

・電波通報システム

・オートロックシステム



■ 耐震診断（耐震改修・免震改修）

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　大地震時における建物の安全性について診断します。

　れた建築物

・改修に伴い耐震性能を確認する必要が

・設計図書の確認

・概算工事費の算出

事前調査 ・増築等の履歴調査

・設計図書との照合

現地調査 ・劣化、老朽化調査

・自主的に耐震性能を上げたい建築物

・修正計算

・耐震性能の算出

・所見の作成

・報告書の作成

耐震診断 ・建物のモデル化

・データ作成

・計算及び出力結果確認

補強設計 ・補強部材の設計

・補強後の性能確認

・補強設計図の作成

補強案 ・耐震改修計画、免震改修計画

・補強案の確認

・報告書の作成

耐震診断が
必要な建物

・昭和56年（1981年）以前に設計さ

　ある建築物

・適用基準等の整理

・材料試験調査（圧縮試験・中性化試験）

・調査、基本データ整理

・現地調査の計画

・現地調査のまとめ
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・電気設備・機械設備の状況調査

・建築基準法関係規定への適合性

・ハートビル法等への対応

・緊急、短期修繕更新費用

・中長期修繕更新費用

環境リスク調査
・ＰＣＢ調査

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

エンジニアリング・レポートの内容

　エンジニアリング・レポート（ＥＲ）は、不動産証券化に代表される不動産取引におい

て、いわゆるデュー・デリジェンスといわれる適正な評価手続きの中の物的調査として、

対象建築物の現状を調査して報告するものです。

　フルスペックのレポートはもちろんのこと、不動産取引の可能性段階で、お客様のニー

ズに即した内容の個別のレポートの作成も可能です。

・フロンガス調査

　場合の費用

修繕更新費用

・アスベスト調査

エンジニアリング・レポート

・地震危険度調査

地震リスク調査

・建築物の仕上・構造の状況調査

建物状況調査

・土壌汚染調査

・地下水汚染調査

・対象建築物を新築するとした

・建築物の有害物質含有調査

・予想最大損失率（ＰＭＬ）

遵法性調査

再調達価格

・耐震性能評価

・地盤の液状化調査

敷地環境調査



■ 中長期修繕計画

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　建築物の資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行なうことが必要です。

また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行なうことも望まれます。

　そのためには、中長期修繕計画を作成し、これに基づいて将来見込まれる修繕工事及び

改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にして計画的に行なう必要があり

ます。専門技術者による適切な調査・診断をおこない「ライフサイクル・コスト」の作成

をおこないます。

・中長期修繕更新費用

修繕計画表 （ライフサイクル・コスト）

・修繕更新履歴

建物診断 ・ヒアリング調査

・建物調査、診断

修繕更新費用 ・緊急、短期修繕更新費用
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　をします。

・計画停電などの影響を補填するためのバッ

　クアップ電源の確保を提案します。

　提案をします。（屋上キュービクル）

・電源、電話、空調、トイレなど業務に必要

・地震時の外装や天井、設備の落下防止、防火外装・内装・設備
の安全性の確保

　扉の作動確保対策を提案します。

・耐震天井化の提案をします。

・地震被災による停電を防ぐ、受変電設備の

　提案をします。

・適切な強度（耐震クラス）の提案をします。

3.　非構造部材の「安心・安全」の確保

地震に強い
エレベーター

・地震後、自己復旧できるエレベーターの提案

2.　地震に強い建物（主要構造部）をつくる

・敷地を守るためには「津波」と「液状化」、

 「豪雨対策」への備えを提案します。

・信頼できる最新情報を基に安全性の評価と

設備の信頼性向上 　な設備機能の診断と対策を提案します。

災害時の安全
避難の実現 ・全館避難や、帰宅困難者の必要スペース

　の算出を提案します。

　見直しを提案します。

・時刻歴応答解析による構造計算を提案します。

・「長周期・直下型地震動」対策の提案を

・耐震診断をおこない、免震改修や制震改修の

BCP（事業継続計画）

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

1.　事業敷地の安全性の確保

　します。

地震に強い建物
（主要構造）

津波・液状化・
集中豪雨対策



■ 定期調査報告業務

　特殊建築物等の定期調査報告は、所有者・管理者に課せられた義務です。

専門技術者による適切な調査・検査をおこない、報告業務を代行します。

3年ごとの報告

　換気設備（自然換気設備を除く）

上記の特殊建築物等に設けるもの 毎年報告

　排煙設備（排煙機又は送風機を有するもの）

　非常用の照明装置

　給水設備及び排水設備

　（給水タンク等を設けるもの）

　　　部分の床面積の合計が100㎡を超えるものをいいます。

　事務所その他これに類するもの

　A＞1,000㎡（5階建て以上かつ

　延面積が2,000㎡を超える建築物

　下宿、共同住宅又は寄宿舎 　F≧5階かつA＞1,000㎡

　のうち、Ｆ≧3階の階にあるものに限る

　展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、

　バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、

　待合、料理店又は飲食店

　地階　若しくは　Ｆ≧3階

　又はＡ＞500㎡

　複合用途建築物

　（共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く）
　F≧3階又はA＞500㎡

3年ごとの
報告

　百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、

　場外車券売場、又は物品販売業を営む店舗

　（毎年報告のものを除く）

　F≧3階又はA＞500㎡

3年ごとの
報告

　下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途と、この表

　未満のものを除く）

　場外車券売場、又は物品販売業を営む店舗

　（事務所等を除く）に掲げられている用途の

　複合建築物

　F≧5階かつA＞1,000㎡

　学校又は体育館

　博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー

　場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

　F≧3階又はA＞2,000㎡

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　限る）又は児童福祉施設等

報告時期

　観覧場（屋外観覧席のものを除く）、

　公会堂又は集会場

毎年報告

　劇場、映画館又は演芸場 　A＞200㎡又は主階が

定期報告が必要な特殊建築物等・建築設備

用途 規模又は階

特
殊
建
築
物
等

　旅館又はホテル（毎年報告のものを除く）

　F≧3階又はA＞200㎡

　（平屋建てかつ客席及び集会室の床面積

　の合計が400㎡未満の集会場を除く）

　F≧3階かつA＞2,000㎡

　F≧3階かつA＞3,000㎡

　1階にないものでA＞100㎡

　旅館又はホテル

　百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、

　（平屋建てかつ床面積の合計が500㎡

　地下街

　病院、診療所（患者の収容施設があるものに

　A＞1,500㎡

　F≧3階又はA＞300㎡

6.　　新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。

2.　　Ａは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。

3.　　共同住宅の住戸内は、定期調査・検査結果の報告対象から除かれます。

4.　　報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。

5.　　一戸建て、共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。

建
築
設
備

（注意） 1.　　Ｆ≧3階、Ｆ≧5階、地階若しくはＦ≧3階とは、3階以上の階、5階以上の階又は地階でそれぞれ、その用途に供する



■

（埼玉県）

大規模修繕 ・必要な機能の維持及び回復のための工事

大規模改修

（愛媛県）

■埼玉大学工学部

建設工学科1号館改修

■　愛媛大学

総合教育棟改修

・必要な機能や新しい機能を付加するための工事

大規模改修、大規模修繕

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　建物の適正な維持・管理による資産価値の維持のため、長期修繕計画に沿って適切

な時期に適切な改修工事・修繕工事を行なうことが重要です。

　専門技術者による調査、診断結果に基づく、実施計画・実施設計を提供します。



■

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

木材利用の魅力

　木材は、二酸化炭素を吸収して炭素を固定し、くり返し生産できる循環型の資源です。

　平成12年6月の建築基準法改正によって性能規定化が進み、ＲＣ造等と同等の防火性

能を有する木造建築物が認められるようになりました。設計上の工夫などを行なうこと

によって、あるいは技術開発の成果の採用や他の材料と組み合わせて「木質ハイブリッ

ド構造」とすることによって、木造建築の可能性は大きく広がります。

心地よい湿度 　を吸ったり吐いたりする「調湿作用」

・木の香りには、リフレッシュ効果や鎮

　があります。

施設の木質化、木造化

・木材には、周りの湿度に応じて、湿気

心地よい香り 　静効果のほか、抗菌作用、殺ダニ作用、

・木材は、金属などよりも「熱伝導率」が

あたたかい 　低く、熱を伝えにくいため、木板のほう

　消臭作用などがあるといわれています。

木質化 ・必要な木材の量の目安、約0.03㎥/㎡

・新築、増築、改築の際、木造とする。

木造化 ・原則、2階建て以下とする。

やわらかい 　でいるような構造になっていて、これが

　クッションのような役割を果たします。

　が金属板より温かく感じられます。

・木材は、とても細かい管がびっしり並ん

・模様替え等を行なう際、内装を木質化。

・必要な木材の量の目安、約0.25㎥/㎡



　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

■砥部町立砥部中学校

（愛媛県）

■安芸高田市斎場

（広島県）

■九重町立九重中学校

（大分県）



■ 業務サポート

　　工事の発注サポート

■ ■

■

■

■

施工一括発注方式 施工分離発注方式

建築主

工事請負契約

建築主あい設計

ゼネコン

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

　　維持管理サポート

　　施工の発注サポート

　　施工の工事監理業務

　　補助金・助成金の活用サポート

あい設計

工事請負契約 工事監理工事監理

工事監理者

専門工事会社 専門工事会社 専門工事会社

工事監理ガイドラインに準拠した工事監理を行ないます。

専門工事会社 専門工事会社 専門工事会社

　1.　立会い確認

　2.　書類確認

工事施工者

・設計図書に基づき、施工

　計画書及び施工図を作成

・自主検査記録

・品質管理記録

各種の補助金・助成金の活用サポートを行ないます。

・耐震化（耐震診断・耐震工事・免震工事）に関する助成制度

・省エネ設備の導入に関する助成制度

・施設の木質化・木造化に関する助成制度

サポートサポート

設計図書

・設計図書との照合、確認

・その他の助成制度

維持管理のサポートを行ない、施設利用者のサービス向上と保全費用の

削減を実現します。

・業務評価

・業務改善提案

・維持管理業務の費用対効果の検証



■ 会社情報　　（2019年7月1日現在）

　

03-5836-7810

　立花亀戸ビル4Ｆ

あいＦＭ推進室
（広島本社内）

（東京支社内）
〒136-0071 　東京都江東区亀戸2-26-10

〒732-0056

　大分県大分市荷揚町3-1 097-548-5671

　いちご・みらい信金ビル7Ｆ

　鹿児島県鹿児島市西千石町1-32

　広島県広島市東区上大須賀町10-16 082-506-0403

099-216-3070

　Ｗビルディング西千石町6Ｆ
　　鹿児島支社

〒892-0847

　　九州支社
〒810-0011

　　大分支社
〒870-0046

　福岡県福岡市中央区高砂1-11-1 092-526-4766

　福岡ゼネラルビル5Ｆ

　　四国支社
〒790-0053 　愛媛県松山市竹原2-13-24 089-947-0160

　ハイシティ松山別棟201

　　広島支社
〒732-0056 　広島県広島市東区上大須賀町10-16 082-506-0403

　　山口支社
〒754-0002 　山口県山口市小郡下郷793-3 083-972-5506

　中央ビル

　　福山支社
〒721-0955 　広島県福山市新涯町6-10-37 084-953-8415

　　呉支社
〒737-0051 　広島県呉市中央2-5-2 0823-25-6655

　ＮＳビル

　　大阪支社
〒530-0047 　大阪府大阪市北区西天満5-1-9 06-6366-0241

　大和地所南森町ビル2Ｆ

　　岡山支社
〒700-0023 　岡山県岡山市北区駅前町2-5-24 086-231-0212

　ＪＲ岡山駅第2ＮＫビル7Ｆ

　　新潟支社
〒950-0911 　新潟県新潟市中央区笹口1-26-9 025-247-8421

　大和地所新潟笹口ビル5Ｆ

　　名古屋支社
〒464-0075 　愛知県名古屋市千種区内山3-31-20 052-217-8788

　今池ＮＭビル8Ｆ

　　東京支社
〒136-0071 　東京都江東区亀戸2-26-10 03-5836-7810

　立花亀戸ビル4Ｆ

　　横浜支社
〒231-0048 　神奈川県横浜市中区蓬莱町2-4-1 045-262-8090

　横浜大通り公園ビル8Ｆ

電話番号

設 立 年 月 日

資 本 金

代表取締役会長　

代表取締役社長　

　　埼玉支社
〒330-0802 　埼玉県さいたま市大宮区宮町4-138 048-643-0403

　金周ビル6Ｆ

　パストラルビルＮ8　801

011-700-5864

代 表 者

創 業 年 月 日 昭和54年5月16日

平成11年11月5日

4,500万円

支社所在地 郵便番号 住所

株式会社　あ　い　設　計 http://www.aisekkei.co.jp

　　仙台支社
〒980-0802 　宮城県仙台市青葉区二日町10-20 022-722-5112

　イマス二日町ビル3Ｆ

　　札幌支社
〒060-0808 　北海道札幌市北区北8条西4-1-1

清　水

佐々木 　秀　吉

　慶　典

　　　あい・ファシリティ・マネジメント・サービスのご案内

会 社 商 号

本社電話番号

本 社 所 在 地 広島県広島市東区上大須賀町10番16号

082-506-0403



МＡＦ Ｓ




