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パッシブファースト 提案･設計支援ポータル
（水道光熱費シミュレーション・外皮性能計算ソフト含む）

インストールマニュアル
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“パッシブファースト提案・設計支援ポータル”のインストール
こちらのダウンロード手順で、パッシブファースト提案・設計支援ポータルと同時に、
水道光熱費シミュレーションと外皮性能計算ソフトも一緒にダウンロードされます。

「パッシブファースト提案・設計支援ポータル」は、各ソフト間のデータ連携や物件データを管理するソフトです。
下記のユーザー登録を頂きますと、「パッシブファースト提案・設計支援ポータル」、「水道光熱費シミュレーション」、
「外皮性能計算ソフト」全てのソフトがご利用頂け、一度の手順で全てのソフトが同時にインストールできます。

水道光熱費シミュレーションは、「簡易計算ルート」にも「詳細計算ルート」にも対応しています！

外皮性能
計算

一次エネルギー
消費量計算

お客様向け
提案書出力

申請対応
計算書出力

簡易計算ルート ○ ○ ○ ○

詳細計算ルート ○ ○ ○ ○
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１. 新規インストール手順 P.4
新たにユーザー登録された方が初めてインストールする場合の
手順です。

2. バージョンアップ手順 P.23
既にユーザー登録されてポータルをご使用されている方が、
バージョンアップする場合の手順です。

3. パソコン変更時のインストール手順 P.25
既にユーザー登録されてポータルをご使用されている方が、
買い替え等でパソコンを変更する場合のインストール手順です。

4. お問合せ先 P.37
本マニュアルの手順でインストール・バージョンアップが
出来ない場合のお問合せ先のご案内です。

目次
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1. 新規インストール手順
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①新規ユーザー登録 1/3

最初に新規ユーザー登録を行います。

本インストールマニュアルの手順に従ってソフトのインストールを実施する必要がありますので、
「インストールマニュアルを開く」ボタンを押してください。

次にユーザー種別を選択頂き、各項目を入力ください。全て入力できましたら、次へボタンで登
録内容確認画面へ移動してください。
【ユーザー種別】上記凡例の分類で選択ください。
※メールアドレス・パスワードは、プログラムのログイン時に使用します。また、メールアドレ
スに登録完了のメールをお送りしますので、お間違えのないようご注意ください。

ユーザー種別を
選択ください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

まず、インストールマニュア
ルを開いてください。



6

①新規ユーザー登録 2/3

ユーザー情報を確認し登録します。

入力した各項目の入力内容をご確認ください。
間違いが無ければ、登録ボタンを押して登録完了です。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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①新規ユーザー登録 3/3

ユーザー情報が登録できましたら、確認のメールが届きます。

正常に登録できましたら、登録頂きましたメールアドレスに、上記のユーザー登録完了のお知ら
せメールが確認のために届きます。
また、インストールマニュアルも自動で開きますが、初めにご自分でインストールマニュアルを
開いていた場合には同じマニュアルですので片方を閉じてください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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②インストーラーファイルのダウンロード 1/3

ユーザー情報が登録できましたら、インストーラーダウンロード画面が表示されます。

使用許諾条件を最後までご確認頂き、内容に同意できましたら、“同意する“にチェックを付けて
から、ダウンロードボタンを押してインストーラーファイル（プログラムファイル）をダウン
ロードしてください。
以降の手順はマニュアルが必要ですので、もし「インストールマニュアル」を開いていない場合
には、「インストールマニュアルを開く」ボタンを必ず押してください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

“同意する“にチェックを
付けてください。

※使用許諾条件を
スクロールして最後まで
確認頂けますと
“同意する”に

チェックを入れられる
ようになります。

使用許諾条件はスク
ロールバーを下にスライド
すると最後まで確認でき

ます。

「インストールマニュアル」
を開いていない場合には
必ず押してください。



9

②インストーラーファイルのダウンロード 2/3

インストーラーファイルのダウンロード先（保存先）を選択します。

ダウンロードボタンを押すと上記の表示がでますので、インストーラーファイルを保存するフォ
ルダを選択します。保存ボタンの右側の▼ボタンを押すと下記の表示が出ますので、“名前を付け
て保存”を選択し、任意のフォルダへ保存します。なお、インストーラーファイルは、インストー
ル完了後には削除することができますので、保存先は分かりやすいデスクトップをお勧めします。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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②インストーラーファイルのダウンロード 3/3

インストーラーファイルのダウンロード先（保存先）を選択します。

ダウンロードが完了すると、下記表示がでますので、“×”で閉じてください。

なお、ダウンロード時に下記メッセージが表示される場合は、“×”で閉じてください。

そうしますと、選択した任意のフォルダに下記のようなデザインのインストーラーファイル
“installer.exe” が保存されます。
※パソコンによって表示されるアイコンは色々と異なりますが、保存されるファイルは１つです。

or

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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③プログラムのインストール 1/5

保存された 上記 “installer.exe“ ファイルをダブルクリックすると、インストールを開始しますので、
“次へ“ ボタンを押して、インストール準備を続けます。

or

プログラムファイルをインストールします。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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プログラムファイルのインストール先が表示されますので、ご確認後、“次へ” ボタンを押して、
インストールを続けてください。
※インストール先を変更する場合は、“変更” ボタンを押して任意のフォルダを指定してください。

③プログラムのインストール 2/5

プログラムファイルのインストール先を確認します。

こちらから任意のフォル
ダを指定してください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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③プログラムのインストール 3/5

プログラムファイルをインストールします。

“インストール” ボタンを押して、プログラムファイルをインストールします。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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インストールが完了しましたら、上記完了画面の “完了” ボタンを押してください。

③プログラムのインストール 4/5

インストール完了を確認します。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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インストールが完了しますと、デスクトップ上に、ポータルへのログインのショートカットアイ
コンが作成されます。これでインストールは完了です。今後ポータルへのログインの際には、こ
ちらのアイコンから起動ください。
続けて、ポータルの初期設定を行います。

③プログラムのインストール 5/5

ポータルへのログインのショートカットアイコンを確認します。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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④初期設定 1/4

プログラムを起動すると、ログイン画面が表示されます。

①
②

③

ログイン画面に、①ログインＩＤ（メールアドレス）、②パスワードを入力して、③“ログイン”
ボタンを押すと、メニュー画面に移動します。
使用するログインＩＤ（メールアドレス）、パスワードは、新規ユーザー登録で入力したログイ
ンＩＤ（メールアドレス）とパスワードになります。
※“パスワードを保持“にチェックを入れておくと、次回からのパスワード入力が不要になります。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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④初期設定 2/4

※パスワードを忘れた場合

パスワード再通知ボタンを押すと、メールアドレスを送信する画面になりますので、ご自分の
メールアドレスを入力し、“送信” ボタンを押してください。
しばらくすると、入力したメールアドレスにパスワードが送信されますのでご確認ください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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④初期設定 3/4

最初のログイン時のみ、物件情報を保存するフォルダを指定してください。
①デフォルトで表示されているフォルダに保存する場合
そのまま、①“保存” ボタンを押してください。

②保存フォルダを変更したい場合
②-1“デフォルトの物件フォルダに物件データを格納する。”のチェックを外し、
②-2“･･･”ボタンを押して、任意のフォルダを指定ください。

※外皮性能計算ファイル等の物件データが蓄積されていきますので、残容量に余裕のあるフォル
ダをお選びください。

物件情報を保存するフォルダを設定します。

①②-1
②-2

物件情報を
保存するフォルダ

こちらから任意のフォル
ダを指定してください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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④初期設定 4/4

こちらのメイン画面が立ち上がります。

これでソフトのインストールと初期設定は完了です。ソフトの操作手順につきましては、
メニューの “マニュアル” ボタンに掲載していますので、ダウンロードして参照ください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾕｰｻﾞｰ
登録

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ
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補足:計算倶楽部 FOR GOOD LIVING 友の会の情報入力について

計算倶楽部 for Good Living 友の会情報を入力します。

マイアカウント確認・変更ボタンを押して、各シミュレーションのＩＤやパスワードを管理する
マイアカウント画面へ移動します。
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補足:計算倶楽部 FOR GOOD LIVING 友の会の情報入力について

ＩＤやパスワードをそれぞれ入力した後に、“設定“ ボタンを押してからメニューへ戻ります。

マイアカウント画面で、ＩＤやパスワードを入力します。

自動でＩＤ・パスワードが
入力されています。

各ＩＤ・パスワードを
入力ください。

■計算倶楽部 for Good Living 友の会（有料）
入会をご希望される方は、下記URLをご参照ください。http://www.gltomonokai.com/entry/index.html

http://www.gltomonokai.com/entry/index.html
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補足:各ソフトの接続先について

■パッシブファースト 提案・設計支援ポータル：sv4.lixil.co.jp
■水道光熱費シミュレーション・外皮性能計算ソフト・：sv3.lixil.co.jp

“パッシブファースト 提案・設計支援ポータル“や”水道光熱費シミュレーション”、“外皮性能計算ソフト”の接続先
は、以下のアドレスになります。
万が一、接続できない場合は、セキュリティソフトやインタネットの接続先として、ご登録をお願い致します。
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2. バージョンアップ手順
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②ダウンロード・③インストール

改めて新規ユーザー登録は不要です。下記URLよりインストーラーダウンロード画面
のユーザーログイン画面を開いてください。

https://sv4.lixil.co.jp/lixil_portal/installerDownload

以降の②ダウンロードと③インストールの手順は新規インストール時と共通ですので、
本マニュアルのP.8～15の手順で実施してください。

ログイン画面に、①ログインＩＤ（メールアドレス）、②パスワードを入力して、③“ログイン”
ボタンを押すと、インストーラーダウンロード画面に移動します。
なお、使用するログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードは、新規ユーザー登録時に入力し
たログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードになります。
※パスワードを忘れた場合には、④“パスワードを忘れた場合“を押してください。

①

③
②

ユーザーログイン画面 インストーラーダウンロード画面

④

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

ﾕｰｻﾞｰ
登録不要 不要

https://sv4.lixil.co.jp/lixil_portal/installerDownload
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3. パソコン変更時のインストール手順
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④初期設定 ⑤動作確認

はじめに

ポータルを使用しているパソコンを買い替え等で変更する場合、物件データの引き継ぎ
の有無でインストールの手順が異なりますのでご注意ください。
いずれの場合も、現在ご使用されてログインIDとパスワードをご利用ください。

③インストール②ダウンロード

現在のパソコンと
新たなパソコンで作業 新たなパソコンで作業

A. 物件データを引き継ぐ場合
物件データを引き継ぐ作業が必要です。（下記フロー赤枠部分）
確実に物件データを引き継ぐため、必ず本マニュアルのP.26～33の手順でインストールを
実施してください。

B. 物件データを引き継がない場合
新規インストール時とインストール手順が一部異なります。必ず本マニュアルのP.34～35の
手順でインストールを実施してください。
※物件データを引き継ぎしない場合には、過去の物件データは参照出来なくなりますので
ご注意ください。

③インストール②ダウンロード

A. 物件データを
引き継ぐ場合

B. 物件データを
引き継がない場合

①物件データの
コピー

④初期設定



27

A. 物件データを引き継ぐ場合
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①物件データのコピー ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

現在のパソコンの物件データを引き継ぐ場合、物件フォルダ全体を新たなパソコンに
コピーします。

初期
設定

動作
確認

「portal」という名称のフォルダを
検索してください。

物件データは必ず「portal」フォル
ダ内に保存されていますので、他の
ドライブ等を検索してください。

「portal」フォルダ内に「00001」等の
5桁の連番数字のフォルダが保管されていることを

確認してください。（右下図参照）

フォルダが
存在していない

フォルダが存在している

フォルダが存在している

物件データは必ず5桁の連番数字の
フォルダ内に保管されています。他
にも「portal」フォルダが存在して
いる可能性がありますので、他のド
ライブ等を検索してください。

フォルダが
存在していない

「portal」フォルダ全体を新たなパソコンのCドライ
ブ等にコピーしてください。後ほど必要となりますの
で、コピーした保管場所をメモしておいてください。

現在のパソコンの検索機能で…

物件フォルダは「portal」という名称です。「portal」の保管場所はインストール時の設定やパソ
コンのドライブ構成等によって異なりますので、下記手順で検索してください。

物件フォルダのコピーが完了です。

5桁の連番数字のフォルダ

物件フォルダ
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②ダウンロード・③インストール

改めて新規ユーザー登録は不要です。下記URLよりインストーラーダウンロード画面
のユーザーログイン画面を開いてください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

初期
設定

動作
確認

https://sv4.lixil.co.jp/lixil_portal/installerDownload

以降の②ダウンロードと③インストールの手順は新規インストール時と共通ですので、
本マニュアルのP.8～15の手順で実施してください。

ログイン画面に、①ログインＩＤ（メールアドレス）、②パスワードを入力して、③“ログイン”
ボタンを押すと、インストーラーダウンロード画面に移動します。
なお、使用するログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードは、新規ユーザー登録時に入力し
たログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードになります。
※パスワードを忘れた場合には、④“パスワードを忘れた場合“を押してください。

①

③
②

ユーザーログイン画面 インストーラーダウンロード画面

④

https://sv4.lixil.co.jp/lixil_portal/installerDownload
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④初期設定 1/4

プログラムを起動すると、ログイン画面が表示されます。

①
②

③

ログイン画面に、①ログインＩＤ（メールアドレス）、②パスワードを入力して、③“ログイン”
ボタンを押すと、メニュー画面に移動します。
使用するログインＩＤ（メールアドレス）、パスワードは、新規ユーザー登録で入力したログイ
ンＩＤ（メールアドレス）とパスワードになります。
※“パスワードを保持“にチェックを入れておくと、次回からのパスワード入力が不要になります。

ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

初期
設定

動作
確認
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④初期設定 2/4

※パスワードを忘れた場合

パスワード再通知ボタンを押すと、メールアドレスを送信する画面になりますので、ご自分の
メールアドレスを入力し、“送信” ボタンを押してください。
しばらくすると、入力したメールアドレスにパスワードが送信されますのでご確認ください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

初期
設定

動作
確認
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④初期設定 3/4

最初のログイン時のみ、物件データを参照・保存するための物件フォルダを指定してください。
物件フォルダを正しく指定しないと、物件データを参照・保存をすることが出来なくなります。

④-1 “デフォルトの物件フォルダに物件データを格納する。”のチェックを外し、
④-2 “･･･”ボタンを押して、「①物件データのコピー」でコピーした「portal」という名称の

物件フォルダを指定ください。
④-3 最後に”保存”ボタンを押してください。

※外皮性能計算ファイル等の物件データが蓄積されていきますので、残容量に余裕のあるフォル
ダをお選びください。

物件情報を保存するフォルダを設定します。

④-1
④-2

物件情報を
保存するフォルダ

こちらからコピーしたフォ
ルダを指定してください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

初期
設定

動作
確認

④-3
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④初期設定 4/4

こちらのメイン画面が立ち上がります。

これでソフトのインストールと初期設定は完了です。ソフトの操作手順につきましては、
メニューの “マニュアル” ボタンに掲載していますので、ダウンロードして参照ください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

初期
設定

動作
確認
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⑤動作確認

【注意事項】
物件データが正常に読み込み出来ることを確認した後、現在のパソコンの物件フォルダは
削除することが出来ますが、念のためバックアップ等を取って頂くことをおすすめします。

検索画面に物件データ
が正常に表示されている
ことを確認してください。

物件データを正常に開
くことが出来ることを確
認してください。

これで物件データの引き継ぎは完了です。

ｲﾝｽﾄｰﾙ物件ﾃﾞｰﾀ
のｺﾋﾟｰ

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

初期
設定

動作
確認

新たなパソコンにコピーした物件データが正常に読み込み出来ることを確認して
ください。
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B. 物件データを引き継がない場合
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②ダウンロード・③インストール・④初期設定

改めて新規ユーザー登録は不要です。下記URLよりインストーラーダウンロード画面
のユーザーログイン画面を開いてください。

https://sv4.lixil.co.jp/lixil_portal/installerDownload

以降の②ダウンロードと③インストールと④初期設定の手順は新規インストール時と
共通ですので、本マニュアルのP.8～19の手順で実施してください。

ログイン画面に、①ログインＩＤ（メールアドレス）、②パスワードを入力して、③“ログイン”
ボタンを押すと、インストーラーダウンロード画面に移動します。
なお、使用するログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードは、新規ユーザー登録時に入力し
たログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードになります。
※パスワードを忘れた場合には、④“パスワードを忘れた場合“を押してください。

①

③
②

ユーザーログイン画面 インストーラーダウンロード画面

④

ｲﾝｽﾄｰﾙ 初期
設定

ﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞ

ﾕｰｻﾞｰ
登録不要

https://sv4.lixil.co.jp/lixil_portal/installerDownload
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お問合せ先
不明点や不具合と思われる現象が発生した際には、まずマニュアルやQ&Aで原因・対処方法のご確
認をお願い致します。それでも解決できない場合は、下記、「LIXILシミュレーションヘルプデスク」
までお問合せください。

LIXIL
シミュレーション
ヘルプデスク

電話番号 ナビダイヤル 0570-007-477
メールアドレス Lixil-passive@epco.jp
対応曜日・時間 月曜日～金曜日（夏季・年末年始休暇有り）

9:00～17:30

サポート対応内容は以下のとおりとなります。
■提案・設計支援ポータル：ID取得方法のご案内、インストールおよび起動、各基本入力サポートまで
■水道光熱費シミュレーション：ID取得方法のご案内、インストールおよび起動、各基本入力サポートまで
■外皮性能計算ソフト ：ID取得方法のご案内、インストールおよび起動まで

※ただし、各個別物件に関するご質問（図面確認を要するなど）や技術的な内容、制度に関わるご質問は
対応できませんのでご容赦ください。

mailto:Lixil-passive@epco.jp
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