
 

柏市建築物環境性能表示 

 
１ 柏市建築物環境性能表示の表示基準 

建築物環境性能表示は、柏市建築物環境配慮指針（平成２２年８月柏市告示第

２７５号。以下「指針」という。）で定める，地球温暖化対策の推進を図るため

の措置の内容についての評価方法（以下「評価方法」という。）で得られる評価

（以下「評価結果」という。）に基づき、別表１に掲げる基準により行う。 

 

２ 柏市建築物環境性能表示の様式 

別記様式のとおりとする。 

 



 

別表１ 

 

CASBEE柏またはCASBEE柏［戸建］による 

評価結果 

建築物環境性能表示 

K項 目 表示方法 

柏 

市 

の 

重 

点 

項 

目 

地球環境にやさし

い 社 会 を つ く る

(K1) 

0.0≦K1≦5.0 
K地球に 

Kやさしい 
K1の数値を  の

数で表示すること。

うるおいのある 

景観をつくる(K2) 
0.0≦K2≦5.0 

Kうるおい 

Kある環境 
K2の数値を  の

数で表示すること。

安全で健康な生活 

環境をつくる(K3) 
0.0≦K3≦5.0 

K安全・健康

Kな環境 
K3の数値を  の

数で表示すること。

総 

合 

評 
価 

 

建築物の環境効率 

(BEE) 
C  (BEE＜0.5) 

 

K総合評価 ★ ★ ★ ★ ★ 

B- (0.5≦BEE＜1.0) ★ ★ ★ ★ ★ 

B+ (1.0≦BEE＜1.5) ★ ★ ★ ★ ★ 

A (1.5≦BEE＜3.0) ★ ★ ★ ★ ★ 

S (BEE≧3.0 

かつQ≧5.0)

Q:建築物の環境品質 

★ ★ ★ ★ ★ 

（備考） 

１ CASBEE柏及びCASBEE柏［戸建］は、指針で定める評価方法として、財団法人建築環境・省エネ

ルギー機構による建築環境総合性能評価システム（CASBEE）のうち、それぞれ，CASBEE－新築（簡

易版）およびCASBEEすまい［戸建］に準じて別に定めるものをいう。 

２ K1,K2,K3の評価結果に小数点以下の数値がある場合は，  をその割合に応じて縦に分割し

表示すること。 

 

                                          
地 球 に 
やさしい

例：K1 の評価結果が 3.5 の場合 



 

様式 

 

様式１（「CASBEE柏」により評価した場合）       

 

    
 

様式２（「CASBEE柏［戸建］」により評価した場合） 

 
 
（備考） 

１ 柏市建築物環境配慮指針に係る内容を「CASBEE柏」により評価した場合は様式１を，「CASBEE

柏［戸建］」により評価した場合は，様式２を用いること。 

２ 様式中「v1.1」とあるのは，評価ソフト（CASBEE柏）のバージョン番号を表示すること。 

３ 様式中の「受付No.」には，建築物環境配慮計画書の受付番号を記入すること。 

４ この表示の大きさは，書面による場合，縦 42 ミリメートル以上，横 60 ミリメートル以上と

すること。 

５ 地色は白色、文字、図柄及び枠線は、次表のとおりとすること。 



 

表（色指定） 
 

カラーの場合（４色分解による色指定） 白黒の場合 

 基本（緑） 

 （C:96 %, M:4 %, Y:100 %, K:1 %） 

 基本（スミ 100 %） 

 （C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

 未得点星印（薄灰） 

 （C:23 %, M:16 %, Y:13 %, K:2 %） 

 未得点星印（薄灰） 

 （C:23 %, M:16 %, Y:13 %, K:2 %） 

 黒文字 

 （C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

 黒文字 

 （C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

白文字 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:0 %） 

 白文字 

 （C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:0 %） 

 一般建築物用キャラクター 

（葉ッピー）体 

（C:50 %, M:0 %, Y:100 %, K:0 %） 

 一般建築物用キャラクター 

（葉ッピー）体 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:30 %） 

 一般建築物用キャラクター 

（葉ッピー）顔，葉，手，足 

（C:75 %, M:0 %, Y:100 %, K:25 %）

 一般建築物用キャラクター 

（葉ッピー）顔，葉，手，足 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:70 %） 

 一般建築物用キャラクター 

（葉ッピー）口，頬 

（C:0 %, M:35 %, Y:25 %, K:0 %） 

 一般建築物用キャラクター 

（葉ッピー）口，頬 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:25 %） 

 戸建建築物用キャラクター 

（おうち葉ッピー）体 

（C:25 %, M:30 %, Y:100 %, K:0 %）

 戸建建築物用キャラクター 

（おうち葉ッピー）体 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:40 %） 

 戸建建築物用キャラクター 

（おうち葉ッピー）顔，葉，手，足 

（C:75 %, M:0 %, Y:100 %, K:25 %）

 戸建建築物用キャラクター 

（おうち葉ッピー）顔，葉，手，足 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:70 %） 

 戸建建築物用キャラクター 

（おうち葉ッピー）口，頬 

（C:0 %, M:35 %, Y:25 %, K:0 %） 

 戸建建築物用キャラクター 

（おうち葉ッピー）口，頬 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:25 %） 

 ロゴマーク 

（CASBEE柏）「柏」部 

（C:60 %, M:0 %, Y:100 %, K:0 %） 

 ロゴマーク 

（CASBEE柏）「柏」部 

（C:0 %, M:0 %, Y:0 %, K:100 %） 

 


