
 

 

野池学校にご参加頂きますと、Energy ZOO ®を割引価格でお使い頂く事ができます。 

また、講義では Energy ZOO ®を使用して計算・シミュレーションを行いますので、下記の価格・お申込み方法を 

ご参照の上、Energy ZOO ®HP より利用申込みをお願い致します。 

 

 

  

Thermal-Cプラン（Thermal-C のみ利用可能）    

区分 

デモ版 正規版 乗換正規版 定価 

野池学校期間中のみ 

利用可能 

野池学校期間前～期間中 

のお申込み 

野池学校終了後、デモ版から 

正規版に移行する際はデモ版 

に＋下記の追加で正規版に 

移行できます。 

野池学校に参加 

されない方の正規料金 

初期費用 10,000 円 30,000 円 30,000 円 50,000 円 

年額利用料※1 なし 30,000 円 30,000 円 30,000 円 

データ保存回数 1 件のみ 無制限 無制限 無制限 

1年目のお支払金額 
10,000円 

(使用期間 4 ヶ月) 
60,000円 70,000 円 80,000 円 

2年目以降のお支払金額 

(年単位の利用の場合) 

- 30,000円 30,000 円 30,000 円 

※1 月単位でのご利用も可能です。月単位でご利用の場合、正規版・乗換正規版とも 3,000 円/月となります。 

 

 

 

 

 

ライトプラン（野池学校で使用する 6 プログラム全て利用可能） 

区分 

デモ版 正規版 乗換正規版 定価 

野池学校期間中のみ 

利用可能 

野池学校期間前～期間中 

のお申込み 

野池学校終了後、デモ版から 

正規版に移行する際はデモ版 

に＋下記の追加で正規版に 

移行できます。※2 

野池学校に参加 

されない方の正規料金 

初期費用 20,000 円 40,000 円 60,000 円 100,000 円 

年額利用料※1 なし 50,000 円 50,000 円 50,000 円 

データ保存回数 1 件のみ 無制限 無制限 無制限 

1年目のお支払金額 
20,000円 

(使用期間 4 ヶ月) 
90,000円 130,000 円 150,000 円 

2年目以降のお支払金額 

(年単位の利用の場合) 
- 50,000円 50,000 円 50,000 円 

※1 月単位でのご利用も可能です。月単位でご利用の場合、正規版・乗換正規版とも 5,000 円/月となります。 

※2 野池学校期間中にデモ版から正規版に乗り換える場合は初期費用の差額＋年額利用料で移行できます。 
 

 

会員とは・・・①(一社)Forward to 1985 energy life 正会員・団体会員 ②(一社)パッシブデザイン協議会会員 A・団体会員・協賛

企業 ③自立循環型住宅研究会会員 を指します 

 

野池学校 参加者様向け Energy ZOO価格表 
―１ライセンスー 

Energy ZOO の使い
勝手を試してみたい
という方はこちら！ 

始めから正規版を使
うのが一番お得です! 

外皮性能計算だけの 

プランです。第 2 回講

義のみ参加の方はこちら 

 

室温シミュレーションなどパッシブデザイ

ンに必要な計算を網羅したプランです。 

５回全てにご参加の方はこちら 

 

野池学校の参加費 27,000 円を入れ
ても定価よりかなりお得です！ 

会員価格 



 

 

 

 

スタンダードプラン（野池学校で使用する 6 プログラム＋パッシブシミュレーター） 

区分 

正規版 乗換正規版 定価 

野池学校期間前～期間中 

のお申込み 

野池学校終了後、ライトプランデモ版から 

正規版に移行する際はライトプランデモ 

版に＋下記の追加でスタンダードプラン 

正規版に移行できます。 

野池学校に参加 

されない方の正規料金 

初期費用 60,000 円 100,000 円 150,000 円 

年額利用料※1 120,000 円 120,000 円 120,000 円 

データ保存回数 無制限 無制限 無制限 

1年目のお支払金額 180,000円 240,000 円 270,000 円 

2年目以降のお支払金額 

(年単位の利用の場合) 
120,000円 120,000 円 120,000 円 

※1 月単位でのご利用も可能です。月単位でご利用の場合、12,000 円/月となります。 
 

 

会員とは・・・①(一社)Forward to 1985 energy life 正会員・団体会員 ②(一社)パッシブデザイン協議会会員 A・団体会員・協賛

企業 ③自立循環型住宅研究会会員 を指します 

 

 

■利用お申込み方法 
 

1 

 
 Energy ZOO  検索 

 

Energy ZOOトップページ 

       ↓ 

「ご購入はこちらから」 

       ↓ 

「新規購入の方」 

 

 

2    3   4 
「新規メンバー登録」画面より 「マイページ」内で  「野池学校 2016=後期=参加に 

Energy ZOOメンバー登録  「現在のライセンス状況」  ついての確認」→「はい」 

        ↓   

    「ご購入申し込み」     

     

※Energy ZOO の購入にはメンバー登録が    以上で野池学校参加者価格が適用されます。 

 必要です。       

※メンバー登録は無料です。   

※Energy ZOO メンバーになることで    折り返し販売元の㈱FANFARE より 

 いち早く情報を受け取れるほか、    お支払い等についてのメールが 

簡単にライセンスの追加や、動画などの    届きますのでお手続きをお願い 

 コンテンツを購入する事ができます。    します。 

 

 

Energy ZOO のすべての機能を 

お使いいただけるプランです 

野池学校の参加費 27,000 円を入れ
ても定価よりかなりお得です！ 



 

 

 

野池学校にご参加頂きますと、Energy ZOO ®を割引価格でお使い頂く事ができます。 

また、講義では Energy ZOO ®を使用して計算・シミュレーションを行いますので、下記の価格・お申込み方法を 

ご参照の上、Energy ZOO ®HP より利用申込みをお願い致します。 

 

■一般価格 
会員になるとさらにお得に 

購入できます 

 

Thermal-Cプラン（Thermal-C のみ利用可能）    

区分 

デモ版 正規版 乗換正規版 定価 

野池学校期間中のみ 

利用可能 

野池学校期間前～期間中 

のお申込み 

野池学校終了後、デモ版から 

正規版に移行する際はデモ版 

に＋下記の追加で正規版に 

移行できます。 

野池学校に参加 

されない方の正規料金 

初期費用 20,000 円 40,000 円 30,000 円 50,000 円 

年額利用料※1 なし 30,000 円 30,000 円 30,000 円 

データ保存回数 1 件のみ 無制限 無制限 無制限 

1年目のお支払金額 
20,000円 

(使用期間 4 ヶ月) 
70,000円 80,000 円 80,000 円 

2年目以降のお支払金額 

(年単位の利用の場合) 
- 30,000円 30,000 円 30,000 円 

※1 月単位でのご利用も可能です。月単位でご利用の場合、正規版・乗換正規版とも 3,000 円/月となります。 

 

 

 

 

ライトプラン（野池学校で使用する 6 プログラム全て利用可能） 

区分 

デモ版 正規版 乗換正規版 定価 

野池学校期間中のみ 

利用可能 

野池学校期間前～期間中 

のお申込み 

野池学校終了後、デモ版から 

正規版に移行する際はデモ版 

に＋下記の追加で正規版に 

移行できます。※2 

野池学校に参加 

されない方の正規料金 

初期費用 40,000 円 63,000 円 50,000 円 100,000 円 

年額利用料※1 なし 50,000 円 50,000 円 50,000 円 

データ保存回数 1 件のみ 無制限 無制限 無制限 

1年目のお支払金額 
40,000円 

(使用期間 4 ヶ月) 
113,000円 140,000 円 150,000 円 

2年目以降のお支払金額 

(年単位の利用の場合) 
- 50,000円 50,000 円 50,000 円 

※1 月単位でのご利用も可能です。月単位でご利用の場合、正規版・乗換正規版とも 5,000 円/月となります。 

※2 野池学校期間中にデモ版から正規版に乗り換える場合は初期費用の差額＋年額利用料を申し受けます。 

 

 

会員になるとさらにお得に利用できます 
入会については野池学校主催「Forward to 1985 energy life」事務局までお問い合わせ下さい 

野池学校 参加者様向け Energy ZOO価格表  
-1 ライセンス- 

Energy ZOO の使い
勝手を試してみたい
という方はこちら！ 

始めから正規版を使
うのが一番お得です! 

外皮性能計算だけの 

プランです。第 2 回のみ

参加の方はこちら 

 

室温シミュレーションなどパッシブデザイ

ンに必要な計算を網羅したプランです。 

5 回全てにご参加の方はこちら 

 

野池学校の参加費をプラスしても定価と 

ほぼ同じなので講義に参加して使い方を 

マスターするのが絶対お得です！ 



 

 

 

 

スタンダードプラン（野池学校で使用する 6 プログラム＋パッシブシミュレーター） 

区分 

正規版 乗換正規版 定価 

野池学校期間前～期間中 

のお申込み 

野池学校終了後、ライトプランデモ版から 

正規版に移行する際はライトプランデモ 

版に＋下記の追加でスタンダードプラン 

正規版に移行できます。 

野池学校に参加 

されない方の正規料金 

初期費用 64,500 円 95,000 円 150,000 円 

年額利用料※1 120,000 円 120,000 円 120,000 円 

データ保存回数 無制限 無制限 無制限 

1年目のお支払金額 184,500円 255,000 円 270,000 円 

2年目以降のお支払金額 

(年単位の利用の場合) 
120,000円 120,000 円 120,000 円 

※1 月単位でのご利用も可能です。月単位でご利用の場合、12,000 円/月となります。 
 

 

 

 

■利用お申込み方法 
 

1 

 
 Energy ZOO   検索 

 

Energy ZOOトップページ 

       ↓ 

「ご購入はこちらから」 

       ↓ 

「新規購入の方」 

 

 

2    3   4 
「新規メンバー登録」画面より 「マイページ」内で  「野池学校 2016=後期=参加に 

Energy ZOOメンバー登録  「現在のライセンス状況」  ついての確認」→「はい」 

        ↓   

    「ご購入申し込み」     

     

※Energy ZOO の購入にはメンバー登録が    以上で野池学校参加者価格が適用されます。 

 必要です。       

※メンバー登録は無料です。   

※Energy ZOO メンバーになることで    折り返し販売元の㈱FANFARE より 

 いち早く情報を受け取れるほか、    お支払い等についてのメールが 

簡単にライセンスの追加や、動画などの    届きますのでお手続きをお願い 

 コンテンツを購入する事ができます。    します。 

 

Energy ZOO のすべての機能を 

お使いいただけるプランです 

野池学校の参加費 38,000 円を入れ
ても定価よりかなりお得です！ 


