
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図書に掲載されている計算に必要なデータはプログラムに含

まれていますが、図面からの各入力項目の拾い方、届出書の

作成方法等につきましては、上記図書をご参照下さい。 

・ 計算方法および印刷帳票は、(財)建築環境・省エネルギー

機構（IBEC）発行「建築物の省エネルギー基準と計算の手

引 －新築・増改築の性能基準（ＰＡＬ／ＣＥＣ）－ 平成 21

年省エネ基準対応」に準拠しています 

・ 平成 22 年 4 月以降に必要となる様式に対応しています 

・ 上記書類の他、独自の帳票(チェックシート等)も印刷でき

ます 

工場等用途に必要な省エネルギー計画書の建物概要作成

部分と、CEC/L(照明)および CEC/HW(給湯)の CEC 計算部

分で構成されています。 

ハードウェアキー（USB） 

※１ライセンスの価格です。追加ライセンスについてはお問い合わせ下さい。 

※バージョンアップ価格については弊社までお問い合わせください。 

*1ＣＥＣ計算 (工場編)は PAL・CEC 計算に依存せず、単独で入力から印刷ま

で処理することができます。 

 
お問い合わせ 

メール ： info01@izumi-system.co.jp 電話 ： 03-3868-3126 
詳しい情報、体験版 ： http://www.izumi-system.co.jp/ 

必要システム 

準拠している図書 

PAL・CEC 計算 

CEC 計算（工場編） 

PAL・CEC 計算は計算対象用途（事務所編/物販店舗編/ホ

テル編/病院編/学校編/飲食店編/集会所編）に分かれてお

り、用途ごとの PAL 計算および全 CEC（空調、機械換気、照

明、給湯、エレベーター）の計算が行えます。 

ＰＡＬ・ＣＥＣ計算 各編 １９８,０００ 円

ＣＥＣ計算 (工場編)*1 ７８,０００ 円

価格（税抜） 

プロテクト 

平成２２年版の新機能 

◆ 【届出書】 平成 22 年 4 月以降に必要となる届出様式に対応 

◆ 【届出書】 届出書の Excel ファイル出力機能を追加 

※Microsoft Excel 2007/2010/2013 が必要 

◆ 【全体】 Windows 7 (32bit/64 bit)に正式対応 

◆ 【メイン】 処理中の物件ファイルに自由なコメントを入力できる機能の

追加 

◆ 【PAL】 窓詳細のガラス種類にフィルム貼付のガラスデータを追加 

◆ 【PAL】 外皮登録詳細（外壁、屋根等）で表示する材料イメージ選択

機能の追加 

◆ 【CEC/V】 運転制御等補正値 k の直接入力機能の追加 

◆ 【CEC/EV】 バンクごとのエレベーター利用人口の入力に対応 

※無償添付  （レンタルではライセンス ID 方式となります） 

PPAALL・・CCEECC 計計算算  
事務所編／物販店舗編／ホテル編／病院編／学校編／飲食店編／集会所編／工場編 

省エネ措置届出書作成を省力化します！ 

【【平平成成 2222 年年版版】】  

建築物（非住宅）の性能基準（PAL、CEC/AC/V/L/HW/EV）に 

よる「省エネルギー計画書」作成ソフトです。 

平成２２年４月以降の届出対象範囲拡大（300 ㎡以上）に対応します。 

★本バージョンから PAL・CEC 計算（各編）のみで PAL および全 CEC（空調、 

機械換気、照明、給湯、エレベーター）の計算が可能になりました。 

平成２２年４月以降に必要な対応を始め、機能追加、出力帳票

の改善等を行っています。  

ＯＳ 

Microsoft Windows Vista （SP1 以上） 
Microsoft Windows 7 (32bit/64bit 版に対応) 
Microsoft Windows 8/8.1 (32bit/64bit 版に対応) 
Microsoft Windows 10 (32bit/64bit 版に対応) 

CPU／メモリ お使いの OS が推奨する環境以上 

ディスプレイ 1024×768 ピクセル以上  High Color 以上を推奨 

ハードディスク インストール時に 20MB 以上の空きエリアが必要 

ディスク装置 CD-ROM ドライブ 

インターフェイス 
USB 2.0 / USB 1.1 
※ハードウェアキー（USB）で使用 

必須ソフトウェア 
Microsoft Excel2007/2010/2013 
※届出書の Excel ファイル出力を行うために必要 

ソフトウェアの特長 

省エネルギー計算プログラムとして 20 年の実績を誇る「ＰＡＬ・

ＣＥＣ計算」は、これまでの度重なる省エネ法の改正への対応

と、ユーザー様の声による改善を行ってきました。 

日頃から弊社届出支援業務でも活用しておりますので、そこ

で得たノウハウも盛り込むことにより、実業務に即した操作性

と信頼性の高い計算結果・帳票の出力を実現しております。 



ＰＡＬ・ＣＥＣ計算 平成２２年版 （1/3） 

 

ＰＡＬ・ＣＥＣ計算 （非住宅各編） 

◆メイン画面 

PAL・CEC 計算のメイン画面です。 

各メニューをアイコン化し、処理選択が分かりやす

くなっています。 

 

処理中の物件ファイルに自由なコメントの入力 

が可能です。NEW! 

 

届出書の作成 

◆届出書・建物概要 

所管行政庁への提出が必要となる 

『省エネ措置の届出書』作成画面です。 

 

建物名称､建物規模、所在地、PAL 地域区分、 

標高差等を設定する他、PAL 値、各 CEC 値の 

入力・確認を行います。 

設計変更時に提出する『変更届出書』も作成でき

ます。 

 

平成２２年４月以降の様式に対応した他、 

届出書を Excel ファイルとして出力可能です。NEW! 

 
ＰＡＬ計算 

◆部材登録 窓・日除け登録 

窓の登録では、部位記号を入力後、「ガラス種

類」、「ガラス厚さ」、「ブラインド種類」、「窓種類」等

を選択します。 

 

エアフローウィンドウおよびプッシュプルウィンドウ

の補正計算にも対応しています。 

 

日除けの登録では形状と寸法を入力します。 

 

窓のガラスの種類にフィルム貼付のガラスデータ 

を追加ました。NEW! 

 
ＰＡＬ計算 

◆部材登録 外皮登録 

部位記号を入力後、外皮の構成材料を選択してい

きます。 

材料の厚さを入力すると外皮の熱貫流率が表示さ

れます。 

 

熱貫流率・熱伝達率・吸収率を直接入力すること

もできます。 

 

構成材料で"Data Input"を選択した時に表示され

る材料イメージの選択が可能になりました。NEW! 
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ＰＡＬ計算 

◆ゾーン床面積入力 

ゾーン床面積と室用途別床面積を入力します。 

フロア別に入力することもできます。 

 

階高 5m 以上の仮想床面積補正計算についても

入力可能で、別画面を開かずに仮想床面積が設

定できるように工夫してあります。 

 

 

ＰＡＬ計算 

◆ゾーン部位面積入力 

ゾーン(方位）別に、使用する部位（壁体）の面積を

入力します。 

そのゾーンに入力したい壁体種類（部位記号）を、

リストボックスから連続選択することができます。 

 

窓に日除けが存在する場合は、窓と組み合わせ

て選択します。 

 

 
ＣＥＣ／ＡＣ（空調）計算 

◆１次エネルギー換算値 

 

セントラル方式とパッケージ方式に分けて、機器の

定格エネルギー消費量を入力します。 

 

１次エネルギー換算値では地域冷暖房(ＤＨＣ) 

にも対応しています。 

 

 
ＰＡＬおよび全ＣＥＣ計算共通 

◆印刷メニュー 

 

印刷する帳票の種類および範囲を指定し印刷を 

行います。 

 

届出書（第一面～第三面）、省エネルギー計画書、 

ＰＡＬ計算・各ＣＥＣ計算の計算書等の各帳票の

他、ゾーン床面積、ゾーン部位面積等の入力チェ

ックシートも出力できます。 
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ＣＥＣ／V(換気)計算 

◆給気・排気送風量、動力計算 

 

給気、排気それぞれの動力を区画ごとまたはファ

ンごとに入力します。 

 

運転時間が大きく異なる送風機がある場合の補正

計算にも対応できます。 

 

補正値設定において運転制御等補正値 k の 

直接入力が可能になりました。NEW! 

 
ＣＥＣ／L(照明)計算 

◆照明計算データ入力 

 

フロア別、区画別に照明器具データを入力します。 

 

照明器具登録、区画選択画面等入力しやすく 

工夫してあります。 

 

複数の区画の設定を一括して変更することも可能

です。 

 
ＣＥＣ／HW(給湯)計算 

◆給湯配管 

 

給湯配管のデータを入力します。 

先止まり配管と一次側配管も同様に入力します。 

 

管種ごとに保温仕様・材料が設定可能です。 

 

 
ＣＥＣ／EV(エレベーター)計算 

◆エレベーターデータ入力 

 

エレベーターに係わるデータを各バンクで、 

エレベーターグループごとに入力します。 

 

バンクごとのエレベーター利用人口の入力に 

対応しました。NEW! 

 

 

 


